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１．18年９月中間期の業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日）

(1）経営成績 （注）本個別中間財務諸表の概要の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９月中間期 15,263 (12.2) △863 (―) △605 (―)

17年９月中間期 13,604 (△8.0) △2,056 (―) △1,921 (―)

18年３月期 30,302 △2,911 △2,656

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

百万円 ％ 円　銭

18年９月中間期 △294 (―) △6.45

17年９月中間期 △3,222 (―) △69.21

18年３月期 △3,635 △78.37

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 45,592,786株 17年９月中間期 46,561,365株 18年３月期 46,382,338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、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2）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９月中間期 61,589 49,786 80.8 1,099.97

17年９月中間期 62,638 51,493 82.2 1,110.91

18年３月期 62,459 50,616 81.0 1,103.04

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 45,258,895株 17年９月中間期 46,352,160株 18年３月期 45,888,092株

②期末自己株式数 18年９月中間期 6,636,858株 17年９月中間期 5,543,593株 18年３月期 6,007,661株

２．19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）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 35,000 1,150 680

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　15円02銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

中間期末 期末 年間

18年３月期 0.00 0.00 0.00

19年３月期（実績） 0.00 －
7.50

19年３月期（予想） － 7.50

※　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。

なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料６ページをご参照ください。
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５．中間財務諸表等
（１）中間財務諸表等

① 中間貸借対照表

当中間会計期間末

(平成18年９月30日)

前事業年度の
要約貸借対照表

(平成18年３月31日)
対前期比

前中間会計期間末

(平成17年９月30日)

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 6,347 7,616 △1,268 7,141

２．受取手形 8 163 △154 10

３．売掛金 6,728 8,088 △1,360 5,929

４．有価証券 65 － 65 －

５．仕掛品 3,788 2,110 1,678 1,710

６．貯蔵品 52 58 △6 55

７．繰延税金資産 1,582 973 609 990

８．預け金 5,000 5,000 － 6,500

９．その他 ※２ 566 582 △15 1,636

　　貸倒引当金 △44 △45 1 △30

(流動資産合計) 24,094 39.1 24,546 39.3 △452 23,943 38.2

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１

(1) 建物 9,243 9,117 126 9,117

(2) 工具器具
及び備品

1,266 1,385 △118 1,252

(3) 土地 10,507 10,507 － 10,507

(4) その他 68 70 △2 72

(有形固定資産計) 21,086 21,081 5 20,950

２．無形固定資産

  (1) ソフトウェア 4,525 4,939 △414 5,447

  (2) その他 40 43 △2 45

(無形固定資産合計) 4,565 4,982 △416 5,493

３．投資その他の資産

(1) 投資有価証券 1,015 727 287 1,528

(2) 関係会社株式 2,905 2,975 △70 2,824

(3) 繰延税金資産 5,358 5,613 △255 5,357

(4) その他 2,566 2,535 31 2,544

　　貸倒引当金 △3 △3 0 △3

(投資その他の
資産合計)

11,842 11,848 △5 12,251

(固定資産合計) 37,495 60.9 37,912 60.7 △416 38,695 61.8

資産合計 61,589 100.0 62,459 100.0 △869 62,638 100.0
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当中間会計期間末

(平成18年９月30日)

前事業年度の
要約貸借対照表

(平成18年３月31日)
対前期比

前中間会計期間末

(平成17年９月30日)

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 1,686 2,080 △394 1,759

２．未払費用 1,044 986 57 971

３．未払法人税等 74 59 14 77

４．賞与引当金 961 850 111 1,004

５．その他 ※２ 835 913 △77 570

(流動負債合計) 4,601 7.5 4,891 7.9 △289 4,383 7.0

Ⅱ　固定負債

１．退職給付引当金 6,794 6,553 240 6,374

２．役員退職慰労
引当金

226 198 27 170

３．その他 181 199 △17 218

(固定負債合計) 7,202 11.7 6,951 11.1 250 6,762 10.8

負債合計 11,803 19.2 11,842 19.0 △39 11,145 17.8
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当中間会計期間末

(平成18年９月30日)

前事業年度の
要約貸借対照表

(平成18年３月31日)
対前期比

前中間会計期間末

(平成17年９月30日)

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ― ― 31,457 50.3 △31,457 31,457 50.2

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 ― 7,864 △7,864 7,864

２．その他資本剰余金 ― 18,373 △18,373 18,373

　資本剰余金合計 ― ― 26,237 42.0 △26,237 26,237 41.9

Ⅲ　利益剰余金

１．任意積立金 ― 1,606 △1,606 1,606

２．中間（当期）
未処理損失

― 2,893 △2,893 2,480

(利益剰余金合計) ― ― △1,286 △2.0 1,286 △873 △1.4

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

― ― 144 0.2 △144 183 0.3

Ⅴ　自己株式 ― ― △5,937 △9.5 5,937 △5,511 △8.8

資本合計 ― ― 50,616 81.0 △50,616 51,493 82.2

負債及び資本合計 ― ― 62,459 100.0 △62,459 62,638 100.0

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

　１．資本金 31,457 51.1 ― ― 31,457 ― ―

　２．資本剰余金

(1) 資本準備金 7,864 ― 7,864 ―

(2) その他
資本剰余金

17,086 ― 17,086 ―

(資本剰余金合計) 24,951 40.5 ― ― 24,951 ― ―

　３．利益剰余金

(1) その他
利益剰余金

繰越利益剰余金 △294 ― △294 ―

(利益剰余金合計) △294 △0.5 ― ― △294 ― ―

　４．自己株式 △6,438 △10.5 ― ― △6,438 ― ―

(株主資本合計) 49,676 80.6 ― ― 49,676 ― ―

Ⅱ　評価・換算差額金等

　１．その他有価証券
　評価差額金

106 0.2 ― ― 106 ― ―

(評価・換算差額金等
合計)

106 0.2 ― ― 106 ― ―

Ⅲ　新株予約権 2 0.0 ― ― 2 ― ―

純資産合計 49,786 80.8 ― ― 49,786 ― ―

負債及び純資産合計 61,589 100.0 ― ― 61,589 ― ―
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② 中間損益計算書

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

対前
中間期比

前事業年度の
要約損益計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 15,263 100.0 13,604 100.0 1,659 30,302 100.0

Ⅱ　売上原価 14,240 93.3 13,664 100.4 576 29,456 97.2

売上総利益又は売
上総損失(△)

1,023 6.7 △59 △0.4 1,082 846 2.8

Ⅲ　販売費及び
一般管理費

1,886 12.4 1,996 14.7 △110 3,758 12.4

営業損失 863 △5.7 2,056 △15.1 △1,193 2,911 △9.6

Ⅳ　営業外収益 ※１ 338 2.2 189 1.4 149 420 1.4

Ⅴ　営業外費用 ※２ 80 0.5 53 0.4 26 164 0.6

経常損失 605 △4.0 1,921 △14.1 △1,315 2,656 △8.8

Ⅵ　特別利益 ※３ 34 0.2 822 6.0 △788 1,017 3.4

Ⅶ　特別損失 ※４ 35 0.2 4,344 31.9 △4,308 4,414 14.6

税引前中間
(当期)純損失

606 △4.0 5,442 △40.0 △4,836 6,053 △20.0

法人税、住民税及
び事業税

16 12 4 26

法人税等調整額 △328 △312 △2.1 △2,232 △2,220 △16.3 1,903 △2,444 △2,418 △8.0

中間(当期)
純損失

294 △1.9 3,222 △23.7 △2,928 3,635 △12.0

前期繰越利益 － 742 △742 742

中間(当期)
未処理損失

－ 2,480 △2,480 2,893
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③ 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９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

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計プログラム

等準備金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高

（百万円）
31,457 7,864 18,373 26,237 106 1,500 △2,893 △1,286 △5,937 50,471

中間会計期間中の変動額

資本剰余金から

利益剰余金への振替額
  △1,286 △1,286   1,286 1,286  －

任意積立金取崩額     △106 △1,500 1,606 －  －

中間純損失       △294 △294  △294

自己株式の取得         △500 △500

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額）

         －

中間会計期間中の変動額

合計　　　　　（百万円）
－ － △1,286 △1,286 △106 △1,500 2,599 992 △500 △794

平成18年９月30日　残高

（百万円）
31,457 7,864 17,086 24,951 － － △294 △294 △6,438 49,676

評価・換算差額等

新株予約権 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18年３月31日　残高

（百万円）
144 144 － 50,616

中間会計期間中の変動額

資本剰余金から

利益剰余金への振替額
   － 

任意積立金取崩額    － 

中間純損失    △294

自己株式の取得    △500

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額）

△37 △37 2 △35

中間会計期間中の変動額　

合計　　　　　（百万円）
△37 △37 2 △830

平成18年９月30日　残高

（百万円）
106 106 2 49,786
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
当中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．資産の評価基準

　及び評価方法

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

　中間決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価は、

移動平均法により算定）

その他有価証券

時価のあるもの

　中間決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部資本直

入法により処理し、売却原価は、

移動平均法により算定）

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）

時価のないもの

　移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(2）たな卸資産

仕掛品

　個別法による原価法

貯蔵品

最終仕入原価法

(2）たな卸資産

仕掛品

同左

貯蔵品

同左

(2）たな卸資産

仕掛品

同左

貯蔵品

同左

２．固定資産の

　減価償却の方法

(1）有形固定資産

①総合研究所・赤坂本社事務所・

高津事業所及び幕張事業所の建物

定額法

(1）有形固定資産

①総合研究所・赤坂本社事務所・高津

事業所及び幕張事業所の建物

同左

(1）有形固定資産

①総合研究所・赤坂本社事務所・高

津事業所及び幕張事業所の建物

同左

②特定の契約に基づく専用設備

定額法

 ──────  ──────

③その他の有形固定資産

定率法

②その他の有形固定資産

同左

②その他の有形固定資産

同左

　主な耐用年数は以下のとおりであり

ます。

建物及び構築物 ５～63年

工具器具及び備品 ４～20年

(2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産

①自社利用のソフトウェア

　社内における利用可能期間（５年）

に基づく定額法

①自社利用のソフトウェア

同左

①自社利用のソフトウェア

同左

②市場販売目的のソフトウェア

　見込販売本数に基づく償却額と残存

有効期間に基づく均等配分額のいずれ

か大きい額。

見込有効期間は３年以内であります。

②市場販売目的のソフトウェア

同左

②市場販売目的のソフトウェア

同左

③その他の無形固定資産

定額法

③その他の無形固定資産

同左

③その他の無形固定資産

同左

(3) 少額減価償却資産

  取得価額が10万円以上20万円未満の

資産については、３年均等償却

(3) 少額減価償却資産

同左

(3) 少額減価償却資産

同左
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項目
当中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

３．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。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与の支出に備えるため、

当事業年度の賞与支給見込額のうち当

中間会計期間に帰属する部分の金額を

計上しております。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与の支出に備えるため、

翌事業年度の賞与支給見込額のうち

当期に帰属する部分の金額（実際支

給見込基準）を計上しております。

(3) 役員賞与引当金

 （会計処理の変更）

　当中間会計期間より、「役員賞与に

関する会計基準」（企業会計基準第４

号　平成17年11月29日）を適用してお

ります。

　なお、当中間会計期間末において、

支給見込額を合理的に見積ることが困

難であるため、引当計上しておりませ

ん。

 ──────  ──────

(4）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき、当中間会

計期間末において発生していると認め

られる額を計上しております。

　数理計算上の差異は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（10年）による定額法により按

分した額をそれぞれ発生の翌事業年度

から費用処理することとしております。

(3）退職給付引当金

同左

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき、当

事業年度末において発生していると

認められる額を計上しております。

　数理計算上の差異は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数(10年)による定額法によ

り按分した額をそれぞれ発生の翌事

業年度から費用処理することとして

おります。

(5) 役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備えるた

め、内規に基づく当中間会計期間末要

支給額を計上しております。

(4）役員退職慰労引当金

同左

(4）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備える

ため、内規に基づく期末要支給額を

計上しております。
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項目
当中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

４．リース取引の

　処理方法

　リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。

同左 同左

５．その他中間財務諸表

（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。

　消費税等の会計処理

同左

 消費税等の会計処理

同左

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

　当中間会計期間より、「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。

　これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は49,783百万円であります。

　なお、当中間会計期間における中間

貸借対照表の純資産の部については、

中間財務諸表等規則の改正に伴い、改

正後の中間財務諸表等規則により作成

しております。

────── ──────

（ストック・オプション等に関する会

計基準）

　当中間会計期間より、「ストック・

オプション等に関する会計基準」（企

業会計基準第８号　平成17年12月27日）

及び「ストック・オプション等に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第11号

　平成18年５月31日）を適用しており

ます。

　これにより営業損失、経常損失及び

税引前中間純損失は、それぞれ２百万

円増加しております。

────── ──────
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表示方法の変更

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

 ────── （中間貸借対照表）

　「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成16年法律

第97号)が平成16年６月９日に公布され、平成16年12月１

日より適用となること及び「金融商品会計に関する実務指

針」(会計制度委員会報告第14号)が平成17年２月15日付け

で改正されたことに伴い、当中間会計期間から投資事業有

限責任組合及びこれに類する組合への出資(証券取引法第

２条第２項により有価証券とみなされるもの)を投資有価

証券として表示する方法に変更いたしました。

　なお、当中間会計期間の「投資有価証券」に含まれる当

該出資の金額は205百万円であり、前中間会計期間におけ

る固定資産「その他」に含まれる当該金額は1,479百万円

であります。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

当中間会計期間末
(平成18年９月30日)

前中間会計期間末
(平成17年９月30日)

前事業年度末
(平成18年３月31日)

※１　有形固定資産減価償却累計額 ※１　有形固定資産減価償却累計額 ※１　有形固定資産減価償却累計額

10,040 百万円 9,426 百万円 9,754 百万円

※２　消費税等の取扱い ※２　消費税等の取扱い ※２　消費税等の取扱い　

　仮払消費税等及び仮受消費税等は相

殺してその差額を流動負債「その他」

に含めて表示しております。

同左 ────── 

（中間損益計算書関係）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目

受取利息 16 百万円 

受取配当金 237

不動産賃貸収入 76

受取利息 3 百万円 

受取配当金 121

不動産賃貸収入 42

受取利息 6 百万円 

受取配当金 138

不動産賃貸収入 87

※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目

出資金運用費用 1 百万円 

不動産賃貸費用 63

固定資産維持費用 12

出資金運用費用 20 百万円 

不動産賃貸費用 30

出資金運用費用 22 百万円 

不動産賃貸費用 64

固定資産維持費用 72

※３　特別利益の主要項目 ※３　特別利益の主要項目 ※３　特別利益の主要項目

投資有価証券売却益 29 百万円 投資有価証券売却益 813 百万円 投資有価証券売却益 1,006 百万円 

※４　特別損失の主要項目 ※４　特別損失の主要項目 ※４　特別損失の主要項目

投資有価証券評価損 15 百万円 

関係会社株式売却損 10

固定資産除却損 9

投資有価証券評価損 51 百万円 

ソフトウェア除却損 2,097

たな卸資産処分損 2,110

固定資産除却損 52

投資有価証券評価損 65 百万円 

ソフトウェア除却損 2,097

たな卸資産処分損 2,110

固定資産除却損 63

　５　減価償却実施額

有形固定資産 455 百万円 

無形固定資産 1,426

　５　減価償却実施額

有形固定資産 457 百万円 

無形固定資産 1,454

 　５　減価償却実施額

有形固定資産 958 百万円 

無形固定資産 2,896

（中間株主資本等変動計算書関係）

 当中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

 

 自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末

株式数（千株）

当中間会計期間

増加株式数（千株）

当中間会計期間

減少株式数（千株）

当中間会計期間末

株式数（千株）

 普通株式　（注） 6,007 629 － 6,636

 　　　　合計 6,007 629 － 6,636

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加629千株は、市場買付および単元未満株式の買取りによる増加であります。
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（リース取引関係）

 ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。

（有価証券関係）

　前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても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。

（１株当たり情報）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前事業年度
（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 1,099.97円

１株当たり中間純損失金額 6.45円

１株当たり純資産額 1,110.91円

１株当たり中間純損失金額 69.21円

１株当たり純資産額 1,103.04円

１株当たり当期純損失金額 78.37円

　なお、潜在株式調整後1株当たり中間

純利益金額については、潜在株式は存

在するものの１株当たり中間純損失で

あるため記載しておりません。

同左 　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で

あるため記載しておりません。

（注）１株当たり中間（当期）純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

当中間会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前中間会計期間
(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

前事業年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

中間(当期)純損失（百万円） 294 3,222 3,635

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － －

普通株式に係る中間(当期)純損失

（百万円）
294 3,222 3,635

期中平均株式数（千株） 45,592 46,561 46,382

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間(当期)純利益金額の

算定に含めなかった潜在株式の概要

新株予約権５種類(新株

予約権の数3,468個)

新株予約権４種類(新株

予約権の数2,658個)及

び旧商法第210条ノ２の

規定に基づく自己株式取

得方式によるストックオ

プション１種類（目的と

なる株式の数93,000

株）

新株予約権４種類(新株

予約権の数2,648個)及

び旧商法第210条ノ２の

規定に基づく自己株式取

得方式によるストックオ

プション１種類（目的と

なる株式の数75,000

株）

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

（２）その他

該当事項はありません。

　以上
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