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１．平成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）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9月中間期 1,389 5.3 △23 － △36 －

17年9月中間期 1,319 － 91 － 88 －

18年3月期 2,682 205 188

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 △29 － △1,632 48

17年9月中間期 44 － 3,247 96

18年3月期 131  8,268 21

（注）①期中平均株式数 18年9月中間期 18,278株 17年9月中間期 13,586株 18年3月期 14,844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であります。なお、平成17年9月期

中間期より中間財務諸表を作成しておりますので、平成17年9月中間期の対前年中間期増減率は記載しておりません。

(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9月中間期 1,183 670 56.7 36,031 54

17年9月中間期 897 392 43.7 28,877 49

18年3月期 1,106 514 46.5 31,305 31

（注）①期末発行済株式数 18年9月中間期 18,621.5株 17年9月中間期 13,586.1株 18年3月期 16,136.1株

②期末自己株式数 18年9月中間期 4.5株 17年9月中間期 3.9株 18年3月期 3.9株

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）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 3,016 45 24

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　1,301円99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 0 700 700

19年3月期（実績） 0 －
1,200

19年3月期（予想） － 1,200

※　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、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
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６．個別中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成17年９月30日）
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）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

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   330,591   518,525   501,915  

２．売掛金   316,035   338,128   334,847  

３．繰延税金資産   91,737   96,650   80,051  

４．その他   11,961   34,453   26,226  

貸倒引当金   △1,896   △2,028   △2,009  

流動資産合計   748,429 83.4  985,730 83.3  941,032 85.0

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１  6,792   9,511   6,430  

２．無形固定資産   2,237   1,195   1,699  

３．投資その他の資産           

(1)投資有価証券  32,099   34,670   39,173   

(2)関係会社株式  37,482   37,482   37,482   

(3)敷金及び保証金  42,275   73,427   43,383   

(4)繰延税金資産  7,862   11,107   7,236   

(5)その他  20,000 139,719  30,000 186,687  30,000 157,275  

固定資産合計   148,749 16.6  197,394 16.7  165,405 15.0

資産合計   897,179 100.0  1,183,124 100.0  1,106,437 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年９月30日）
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）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

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   －   3,110   185  

２．短期借入金 ※２  33,268   89,300   59,751  

３．未払金   109,310   50,712   163,456  

４．未払費用   74,306   104,652   53,311  

５．未払法人税等   68,166   15,664   78,835  

６．賞与引当金   148,781   160,742   150,061  

７．その他 ※３  36,409   44,354   49,223  

流動負債合計   470,241 52.4  468,536 39.6  554,824 50.1

Ⅱ　固定負債           

１．退職給付引当金   30,605   41,609   35,467  

２．その他   4,000   2,000   2,000  

固定負債合計   34,605 3.9  43,609 3.7  37,467 3.4

負債合計   504,846 56.3  512,145 43.3  592,292 53.5

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   132,250 14.7  － －  147,251 13.3

Ⅱ　資本剰余金           

１．資本準備金  82,250   －   97,249   

資本剰余金合計   82,250 9.2  － －  97,249 8.8

Ⅲ　利益剰余金           

１．利益準備金  994   －   994   

２．中間（当期）未処分利益  170,744   －   258,347   

利益剰余金合計   171,738 19.1  － －  259,341 23.4

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   6,262 0.7  － －  10,471 1.0

Ⅴ　自己株式   △168 △0.0  － －  △168 △0.0

資本合計   392,332 43.7  － －  514,145 46.5

負債・資本合計   897,179 100.0  － －  1,106,437 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年９月30日）
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）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   －   227,251   －  

２．資本剰余金           

（１）資本準備金  －   226,649   －   

 資本剰余金合計   －   226,649   －  

 ３．利益剰余金           

　（１）利益準備金  －   994   －   

 （２）その他利益剰余金           

 　　　　繰越利益剰余金  －   208,213   －   

 利益剰余金合計   －   209,207   －  

 ４．自己株式   －   △567   －  

 株主資本合計   －   662,540 56.0  －  

Ⅱ　評価・換算差額等           

　その他有価証券評価差額金   －   8,438   －  

 　評価・換算差額等合計   －  － 8,438 0.7  － －

 純資産合計   －  － 670,979 56.7  － －

負債純資産合計   －  － 1,183,124 100.0  － －
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(2) 中間損益計算書

  
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）

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（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   1,319,639 100.0  1,389,559 100.0  2,682,799 100.0

Ⅱ　売上原価   978,132 74.1  1,022,967 73.6  1,963,625 73.2

売上総利益   341,506 25.9  366,591 26.4  719,174 26.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費   250,469 19.0  389,777 28.1  513,704 19.2

営業利益又は営業損失
(△)

  91,037 6.9  △23,186 △1.7  205,469 7.6

Ⅳ　営業外収益           

　　１．受取利息  12   228   221   

　　２．受取配当金  103   511   627   

　  ３．助成金収入  －   463   －   

　　４．その他  558 673 0.0 106 1,309 0.1 588 1,437 0.1

Ⅴ　営業外費用           

　　１．支払利息  223   529   804   

 　 ２．公開関連費用  2,757   10,435   17,070   

　　３．株式交付費  －   2,401   －   

　　４．その他  － 2,980 0.2 871 14,237 1.0 200 18,076 0.7

経常利益又は経常損失
(△)

  88,730 6.7  △36,114 △2.6  188,830 7.0

Ⅵ　特別利益           

 　１．訴訟和解金  － － － － － － 55,000 55,000 2.1

Ⅶ　特別損失           

　　１．投資有価証券評価損  － － － 1,696 1,696 0.1 － － －

税引前中間（当期）純利
益又は純損失(△)

  88,730 6.7  △37,810 △2.7  243,830 9.1

法人税、住民税及び事業
税

 64,046   11,114   122,096   

法人税等調整額  △19,443 44,603 3.4 △19,086 △7,971 △0.6 △9,996 112,099 4.2

中間（当期）純利益又は
純損失(△)

  44,127 3.3  △29,839 △2.1  131,730 4.9

前期繰越利益   126,617   －   126,617  

中間（当期）未処分利益   170,744   －   258,347  
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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
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
繰越利益剰余金 

平成18年3月31日　残高

（千円）
147,251 97,249 97,249 994 258,347 259,341 △168 503,674

中間会計期間中の変動額

新株の発行（千円） 80,000 129,399 129,399     209,400

剰余金の配当（千円）(注）     △11,295 △11,295  △11,295

役員賞与(千円)　　　(注）     △9,000 △9,000  △9,000

中間純損失（千円）     △29,839 △29,839  △29,839

自己株式の取得（千円）       △399 △399

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額）

（千円）

        

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
80,000 129,399 129,399 － △50,134 △50,134 △399 158,866

平成18年9月30日　残高

（千円）
227,251 226,649 226,649 994 208,213 209,207 △567 662,540

評価・換算差額等
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

（千円）
10,471 10,471 514,145

中間会計期間中の変動額

新株の発行（千円）   209,400

剰余金の配当（千円）(注）   △11,295

役員賞与（千円）　　(注）   △9,000

中間純損失（千円）   △29,839

自己株式の取得（千円）   △399

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額）

（千円）

△2,032 △2,032 △2,032

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△2,032 △2,032 156,833

平成18年9月30日　残高

（千円）
8,438 8,438 670,979

 (注）平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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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
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）

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によっ

ております。

(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

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）によっております。

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）によっております。

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）

によっております。

時価のないもの

移動平均法による原価法に

よっております。

時価のないもの

　　　同左

時価のないもの

同左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

定率法によっております。

ただし、平成10年４月１日以降

取得した建物（建物附属設備は

除く）については定額法によっ

ております。

主な耐用年数

建物　　　　　　　10～15年

車両運搬具　　　　　　４年

工具器具及び備品　３～10年

 

(1）有形固定資産

定率法によっております。

ただし、平成10年４月１日以降

取得した建物（建物附属設備は

除く）については定額法によっ

ております。

主な耐用年数

建物　　　　　　　10～38年

車両運搬具　　　　　　４年

工具器具及び備品　３～20年

 

(1）有形固定資産

定率法によっております。

ただし、平成10年４月１日以降

取得した建物（建物附属設備は

除く）については定額法によっ

ております。

主な耐用年数

建物　　　　　　　10～15年

車両運搬具　　　　　　４年

工具器具及び備品　３～10年

 

(2）無形固定資産

定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウエア

については、社内における利用

可能期間（５年）に基づいてお

ります。

(2）無形固定資産

 　　　　同左

(2) 無形固定資産

同左

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

能性を検討し、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

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、将来の賞与支給見込額のうち、

当中間会計期間負担額を計上して

おります。

(2) 賞与引当金

同左

(2) 賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、将来の賞与支給見込額のうち、

当事業年度負担額を計上しており

ます。

(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

務の見込額に基づき、当中間会計

期間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、各事業年

度末の発生時における従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数

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

務の見込額に基づき計上しており

ます。

　数理計算上の差異は、各事業年

度の発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数に

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。
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項目
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）

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

　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
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会計方針の変更

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）

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）

　当中間会計期間より、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。

 

　─────

 （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。

 

 ────

 

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準）

  当中間会計期間から「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

準委員会　平成17年12月９日企業会計基準第5

号）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

準委員会　平成17年12月９日企業会計基準適

用指針第8号）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。

　なお、従来の「資本の部」の合計に相当す

る金額は純資産の部と同額であります。

　中間財務諸表等規則の改正により、当中間

会計期間における中間財務諸表は、改正後の

中間財務諸表等規則により作成しておりま

す。 

 

 

 ─────
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

前事業年度末
（平成18年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

11,474千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

13,364千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

12,266千円

※２　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

契約を締結しております。これら契約

に基づく当中間会計期間末の借入未実

行残高は次のとおりであります。

※２　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

契約を締結しております。これら契約

に基づく当中間会計期間末の借入未実

行残高は次のとおりであります。

※２　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

契約を締結しております。これら契約

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 100,000千円

借入実行残高 6,668千円

差引額 93,332千円

当座貸越極度額 100,000千円

借入実行残高 20,000千円

差引額 80,000千円

当座貸越極度額 100,000千円

借入実行残高 15,000千円

差引額 85,000千円

※３　消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、

流動負債の「その他」に含めて表示し

ております。

※３　消費税等の取扱い

　　　　　同左

※３　　　　　──────

（中間損益計算書関係）

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）

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）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　1.減価償却実施額

　　　

　　　有形固定資産　　　　　　889千円

　　　無形固定資産　　　　　　530千円

 

　1.減価償却実施額

　　　

　　　有形固定資産　　　　　1,098千円

　　　無形固定資産　　　　　　504千円

 

　1.減価償却実施額

　　　

　　　有形固定資産　　　　　1,681千円

　　　無形固定資産　　　　　1,068千円

 

（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）

 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
（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

自己株式

普通株式　(注) 3.9 0.6 － 4.5

合計 3.9 0.6 － 4.5

 (注):普通株式の自己株式の株式数の増加0.6株は、単元未満株式の買取による増加であります。
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（リース取引関係）

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）

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）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31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

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、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

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）

中間期
末残高
相当額
（千円）

ソフトウエア 4,157 3,256 900

合計 4,157 3,256 900

 

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

中間期
末残高
相当額
（千円）

ソフトウエア 4,157 4,088 69

合計 4,157 4,088 69

 

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）

ソフトウエア 4,157 3,672 485

合計 4,157 3,672 485

２．未経過リース料中間期末残高相当額等 ２．未経過リース料中間期末残高相当額等 ２．未経過リース料期末残高相当額等

　　未経過リース料中間期末残高相当額 　　未経過リース料中間期末残高相当額  未経過リース料期末残高相当額

１年内 867千円

１年超 72千円

合計 939千円

１年内 72千円

１年超 －千円

合計 72千円

１年内 503千円

１年超 －千円

合計 503千円

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

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

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 433千円

減価償却費相当額 415千円

支払利息相当額 10千円

支払リース料 433千円

減価償却費相当額 415千円

支払利息相当額 2千円

支払リース料 867千円

減価償却費相当額 831千円

支払利息相当額 16千円

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。

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

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

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、利息法によっており

ます。

５．利息相当額の算定方法

　　　　　　　同左

５．利息相当額の算定方法

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。

（減損損失について）

　　　　　　　同左

（減損損失について） 

　　　　　　　同左

（有価証券関係）

　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）、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）及び前事業年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）において子会社株式及

び関連会社株式で時価のあるものはありません。
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（１株当たり情報）

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）

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 28,877.49円

１株当たり中間純利益金額 3,247.96円

１株当たり純資産額 36,031.54円

１株当たり中間純損失金額 1,632.48円

１株当たり純資産額  31,305.31円

１株当たり当期純利益金額 8,268.21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、潜在株式は存在しており

ますが、当社株式は非上場であり、かつ店頭

登録もしていないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、１株当たり中間純損失を

計上している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、潜在株式は存在しており

ますが、当社株式は非上場であり、かつ店頭

登録もしていないため記載しておりません。

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

 
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）

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）純利益又は中間

純損失(△）（千円）
44,127 △29,839 131,730

普通株主に帰属しない金額

（千円）
－ － 9,000

（うち利益処分による役員賞

与金)
(－) (－) (9,000)

普通株式に係る中間（当期）

純利益又は中間純損失(△）

（千円）

44,127 △29,839 122,730

期中平均株式数（株） 13,586 18,278 14,844

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）純利益の算定に含

めなかった潜在株式の概要

平成13年６月27日株主総会決議の新

株引受権(ストックオプション)

　行使価格(円)　　　　9,804

　対象株式数(株)　　　　204

平成15年６月28日株主総会決議の新

株予約権(ストックオプション)

　行使価格(円)　　　　20,000

　対象株式数(株)　　　　 279

平成13年６月27日株主総会決議の新

株引受権(ストックオプション)

　行使価格(円)          9,804

　対象株式数(株)          153

平成14年６月20日株主総会決議の新

株予約権(ストックオプション)

　行使価格(円)　　　　9,804

　対象株式数(株)　　　　153

平成16年６月26日株主総会決議の新

株予約権(ストックオプション)

　行使価格(円)　　　　 26,667

　対象株式数(株)　　　　   30

平成14年６月20日株主総会決議の新

株予約権(ストックオプション)

　行使価格(円)          9,804

　対象株式数(株)          153

平成14年９月27日株主総会決議の新

株予約権(ストックオプション)

　行使価格(円)　　　 11,765

　対象株式数(株)　　　2,550

──── 平成15年６月28日株主総会決議の新

株予約権(ストックオプション)

　行使価格(円)         20,000

　対象株式数(株)          399

平成15年６月28日株主総会決議の新

株予約権(ストックオプション)

　行使価格(円)　　　　20,000

　対象株式数(株)　　　　 399

──── 平成16年６月26日株主総会決議の新

株予約権(ストックオプション)

　行使価格(円)         26,667

　対象株式数(株)           90

平成16年６月26日株主総会決議の新

株予約権(ストックオプション)

　行使価格(円)　　　　26,667

　対象株式数(株)　　　　　90

──── ────
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（重要な後発事象）

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）

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）

前会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　1.平成17年10月３日に第２回新株予約権の権

利行使がなされたことにより、株式数等が次

のとおり増加いたしました。

株式数　　　　　　2,550株

資本金　　　　　 15,001千円

資本準備金　　　 14,999千円

　　これにより、平成17年10月３日の発行済株

式総数は16,140株、資本金は147,251千円、

資本準備金は97,249千円となっております。

 

　─────

 

 

 

　

 

　

　

 

　

 

 

 

　

 

　

　

 （当社の株式上場及び新株式発行について）

　平成18年３月１日及び平成18年３月14日開催

の取締役会において、下記のとおり新株式の発

行を決議し、平成18年４月３日に払込が完了い

たしました。

  この結果、平成18年４月３日付で資本金は

223,751千円、発行済株式総数は18,140株となっ

ております。 

①　募集方法 ：一般募集

 (ブックビルディング方式による募集)

②　発行する株式の種類及び数

    普通株式　　　 2,000株

③　発行価格

    １株につき 110,000円

    一般募集はこの価格にて行いました。

④　引受価額：１株につき 101,200円

 　   この価額は当社が引受人より１株当たりの

新株式払込金として受取った金額でありま

す。

　なお、発行価格と引受価額との差額の総

額は、引受人の手取金となります。

⑤　発行価額：１株につき 76,500円

　　 　　 (資本組入額　　38,250円)

⑥　発行価額の総額：153,000千円

⑦　払込金額の総額：202,400千円

⑧　資本組入額の総額:76,500千円

⑨　払込期日:平成18年４月３日

⑩　配当起算日:平成18年４月１日

⑪　資金の使途:教育研修施設費用等

　2.当社は、平成16年４月28日付をもって、㈱

テクノファースト（旧㈱群馬ジェイテック、

群馬県太田市）及び当社とのフランチャイズ

契約時における同社保証人に対し、フラン

チャイズ契約中の競業避止条項に違反したこ

とによる損害賠償請求を東京地方裁判所に提

訴しておりましたが、東京地方裁判所より和

解案8,000万円の提示を受け、平成17年11月

22日に両社合意に至っております。

　　なお平成18年１月31日までに支払うことで

減免する旨を両社合意しており、平成18年１

月31日付にて6,000万円入金されております。
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