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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 2,199 (  14.5) 471 (   9.0) 486  (   5.4)
17年９月中間期 1,920 (　53.1) 432 ( 138.4) 461 ( 175.1)

18年３月期 4,118 866 936

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 42  (△93.4) 4 08

17年９月中間期 653 ( 214.8) 63 74

18年３月期 945 86 55

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 10,503,200株 17年９月中間期 10,253,342株 18年３月期 10,353,953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。

(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 9,186 6,175 67.2 587 95

17年９月中間期 8,998 6,311 70.1 603 75

18年３月期 9,363 6,771 72.3 640 06

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 10,503,200株 17年９月中間期 10,453,000株 18年３月期 10,503,200株

②期末自己株式数 18年９月中間期  1,369,600株 17年９月中間期 1,419,800株 18年３月期 1,369,600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 営業利益  経常利益 当期純利益

  百万円 百万円 百万円 百万円

通　期 5,000  960  980 850  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　80円92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 10.00 10.00  20.00

19年３月期（実績） 10.00 －
 20.00

19年３月期（予想） －  10.00

※　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。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の５～６ページを参照して下さい。
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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 ※２ 917,021 582,520 304,397

２. 受取手形  840 － －

３．売掛金  944,212 1,070,731 1,150,228

４．たな卸資産  9,819 32,821 14,337

５．未収入金  853,525 － －

６．その他  289,314 89,096 111,016

７．貸倒引当金  △44,847 △43,719 △44,666

流動資産合計  2,969,886 33.0 1,731,450 18.9 1,535,312 16.4

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産  

(1）工具器具備品 ※１ 36,864 36,256 36,988

(2) 土地 561,278 562,201 562,201

(3）その他 ※１ 155,368 138,559 146,717

有形固定資産合計  753,511 8.4 737,016 8.0 745,906 8.0

２．無形固定資産  

(1) その他  5,844 18,620 9,376

無形固定資産合計  5,844 0.1 18,620 0.2 9,376 0.1

３．投資その他の資産  

(1) 投資有価証券 ※２ 4,442,847 5,658,230 6,272,736

(2）関係会社株式  440,448 440,448 440,448

(3) 繰延税金資産  － 497,869 255,125

(4) その他  464,204 173,377 178,409

(5）貸倒引当金  △77,759 △70,559 △74,159

投資その他の資産合

計
 5,269,740 58.5 6,699,366 72.9 7,072,561 75.5

固定資産合計  6,029,097 67.0 7,455,003 81.1 7,827,844 83.6

資産合計  8,998,983 100.0 9,186,453 100.0 9,363,157 100.0
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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  6,067 48,247 62,233

２．短期借入金 ※２ 1,500,000 1,500,000 1,200,000

３．未払金  594,142 89,635 231,193

４．営業未払金  487,304 754,136 599,399

５．未払法人税等  11,271 134,158 415,382

６．賞与引当金 18,900 18,250 －

７．その他 ※３ 65,544 464,242 80,960

流動負債合計  2,683,229 29.8 3,008,670 32.8 2,589,169 27.7

Ⅱ　固定負債

１．その他 4,700 2,350 2,350

固定負債合計  4,700 0.1 2,350 0.0 2,350 0.0

負債合計  2,687,929 29.9 3,011,020 32.8 2,591,519 27.7

  

（資本の部）  

Ⅰ　資本金  2,669,000 29.7 － － 2,669,000 28.5

Ⅱ　資本剰余金  

１．資本準備金  667,250 － 667,250

２．その他資本剰余金  2,434,668 － 2,424,219

資本剰余金合計  3,101,918 34.5 － － 3,091,469 33.0

Ⅲ　利益剰余金  

中間（当期）未処

分利益
 1,559,068 － 1,746,007

利益剰余金合計  1,559,068 17.3 － － 1,746,007 18.6

Ⅳ　その他有価証券評価

差額金
 △319,961 △3.6 － － △60,581 △0.6

Ⅴ　自己株式  △698,971 △7.8 － － △674,258 △7.2

資本合計  6,311,053 70.1 － － 6,771,637 72.3

負債資本合計  8,998,983 100.0 － － 9,363,157 100.0
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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   － － 2,669,000 29.0  － －

２　資本剰余金           

(1）資本準備金  －   667,250  －   

(2）その他資本剰余
金  －   2,424,219  －   

資本剰余金合計   － － 3,091,469 33.6  － －

３　利益剰余金           

(1）その他利益剰余
金        

繰越利益剰余金  －   1,634,937   －   

利益剰余金合計   － － 1,634,937 17.8  － －

４　自己株式   － －  △674,258 △7.3  － －

株主資本合計   － －  6,721,148 73.1  － －

Ⅱ　評価・換算差額等     

１　その他有価証券評

価差額金   － －  △545,715 △5.9  － －

評価・換算差額等
合計   － －  △545,715 △5.9  － －

純資産合計   － －  6,175,433 67.2  － －

負債純資産合計   － －  9,186,453 100.0  － －
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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   1,920,461 100.0  2,199,012 100.0  4,118,529 100.0

Ⅱ　売上原価   1,024,201 53.3  1,198,226 54.5  2,237,994 54.4

売上総利益   896,260 46.7  1,000,786 45.5  1,880,534 45.6

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

  464,034 24.2  529,667 24.1  1,014,346 24.6

営業利益   432,226 22.5  471,118 21.4  866,188 21.0

Ⅳ　営業外収益 ※１  45,510 2.4  36,865 1.7  96,451 2.3

Ⅴ　営業外費用 ※２  16,275 0.9  21,655 1.0  26,440 0.6

経常利益   461,461 24.0  486,328 22.1  936,198 22.7

Ⅵ　特別利益 ※３  203,768 10.6  30 0.0  824,176 20.0

Ⅶ　特別損失 ※４  9,713 0.5  243,633 11.1  421,471 10.2

税引前中間（当
期）純利益

  655,516 34.1  242,724 11.0  1,338,903 32.5

法人税、住民税及
び事業税

 1,900   161,900   413,672   

法人税等調整額  ― 1,900 0.1 37,962 199,862 9.1 △19,853 393,818 9.6

中間（当期）純利
益

  653,616 34.0  42,862 1.9  945,084 22.9

前期繰越利益   905,452   ―   905,452  

中間配当額   ―   ―   104,530  

中間（当期）未処
分利益

  1,559,068   ―   1,746,007  
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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
合計繰越利益剰

余金

平成18年3月31日　残高

（千円）
2,669,000 667,250 2,424,219 3,091,469 1,746,007 1,746,007 △674,258 6,832,218

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）     △105,032 △105,032  △105,032

役員賞与（注)     △48,900 △48,900  △48,900

中間純利益     42,862 42,862  42,862

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

（千円）
― ― ― ― △111,069 △111,069 ― △111,069

平成18年9月30日　残高

（千円）
2,669,000 667,250 2,424,219 3,091,469 1,634,937 1,634,937 △674,258 6,721,148

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）
△60,581 △60,581 6,771,637

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）   △105,032

役員賞与（注）   △48,900

中間純利益   42,862

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
△485,134 △485,134 △485,134

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△485,134 △485,134 △596,204

平成18年9月30日　残高

（千円）
△545,715 △545,715 6,175,433

 (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

(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）

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

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

総平均法による原価法

(2）たな卸資産

同左

(2）たな卸資産

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

  ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物

(付属設備を除く)につ

いては、定額法

  なお、主な耐用年数は

次のとおりであります。

建物　　　　 ７～42年

構築物　　　 ２～30年

車両　　　　　　 ４年

工具器具備品 ２～15年

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

(2）無形固定資産

自社利用ソフトウェア

社内における利用可

能期間（５年）に基

づく定額法

(2）無形固定資産

自社利用ソフトウェア

同左

(2）無形固定資産

自社利用ソフトウェア

同左

その他

────

その他

定額法

その他

────

（3）長期前払費用

定額法

（3）長期前払費用

同左

（3）長期前払費用

同左
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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）

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る

計算額を、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。

(1)貸倒引当金

同左

貸倒引当金

同左

 (2)賞与引当金

　従業員への業績連動型賞与

の支給に備えるため、支給見

込み額に基づき計上しており

ます。 

(2)賞与引当金

同左

────

 

  （追加情報）

  当中間会計期間において、

業績連動型賞与の将来の見

込み額を新たに賞与引当金

として計上いたしました。

────

 

────

 

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方法

　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方法

同左

消費税等の会計処理方法

同左
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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6,175,433千円であります。

　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。

────── 

  ────── （役員賞与に関する会計基準） 

　当中間会計期間より「役員賞与に関

する会計基準」（企業会計基準委員会

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。これによる

損益に与える影響はありません。 

 ────── 

表示方法の変更

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）

 ────── （中間貸借対照表関係）

　前中間会計期間まで区分掲記しておりました「未収入

金」（当中間会計期間末の残高は30,684千円）は、当中間

会計期間末において資産の総額の100分の５以下となった

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。
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追加情報

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）

 ────── 　当社は平成18年９月27日、ＰＧＰア

セットホールディングス１(有)と勝田

ゴルフ倶楽部（茨城県ひたちなか市）

を平成18年10月31日に引渡す不動産売

買契約を締結しました。この不動産の

売却価格は2,200,000千円であり、売

却益は1,444,348千円を見込んでおり

ます。

 ──────

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

136,791千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

151,483千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

151,663千円

※２　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとお

りであります。

 現金及び預金　　 213,686千円

 投資有価証券　 1,404,900千円

 　　計　　　　 1,618,586千円

担保付債務は次のとおりでありま

す。

短期借入金　　　1,000,000千円

※２　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとお

りであります。

 現金及び預金　　122,598千円

 投資有価証券　　539,000千円

 　　計　　　　　661,598千円

担保付債務は次のとおりでありま

す。

短期借入金　　　 　300,000千円

※２　　   ──────　

※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、金額的に重要性が乏し

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　　   ──────

　４　当社は、効率的な資金調達を行

うため取引銀行と貸出コミットメ

ント契約を締結しております。こ

の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。

貸出コミット

メント契約の

総額

 2,000,000千円

 借入実行残高  1,000,000千円

 差引額  1,000,000千円

　４　当社は、効率的な資金調達を行

うため取引銀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。この契約に基づく

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。

当座貸越極度

額及び貸出コ

ミットメント

契約の総額

1,700,000千円

 借入実行残高 1,500,000千円

 差引額 200,000千円

  ４　当社は、効率的な資金調達を行

うため取引銀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

契約の総額

1,200,000千円

 借入実行残高 1,200,000千円

 差引額 －千円

－ 10 －



（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．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの

受取配当金 31,353千円

為替差益 6,065千円

受取配当金 15,275千円

為替差益 4,703千円

経営指導料収入 8,996千円

受取配当金 61,578千円

為替差益 9,552千円

※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの

支払利息 6,973千円

組合出資金運用損 9,301千円

支払利息 7,704千円

組合出資金運用損 12,278千円

支払利息 16,735千円

組合出資金運用損 9,301千円

※３．特別利益のうち主要なもの ※３．特別利益のうち主要なもの ※３．特別利益のうち主要なもの

投資有価証券売却

益
203,768千円

投資有価証券売却

益
30千円

投資有価証券売却

益
824,176千円

※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの

投資有価証券評価

損
8,108千円

投資有価証券評価

損
237,699千円

投資有価証券評価

損
371,344千円

　５．減価償却実施額 　５．減価償却実施額 　５．減価償却実施額

有形固定資産 15,290千円

無形固定資産 1,499千円

有形固定資産 13,273千円

無形固定資産 1,394千円

有形固定資産 33,708千円

無形固定資産 3,310千円

（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 1,369 ― ― 1,369

合計 1,369 ― ― 1,369

①　リース取引

 ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。

 

②　有価証券

前中間会計期間末（平成17年９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。

当中間会計期間末（平成18年９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。

前事業年度末（平成18年３月31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。
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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 603円75銭 

１株当たり中間純利益 63円74銭 

潜在株式調整後1株当た

り中間純利益
62円75銭 

１株当たり純資産額 587円95銭 

１株当たり中間純利益 4円08銭 

潜在株式調整後1株当た

り中間純利益
4円06銭 

１株当たり純資産額 640円06銭

１株当たり当期純利益 86円55銭

潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
84円63銭

当社は、平成17年５月20日付で株式を

１株につき２株の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１株当たり情報につ

いてはそれぞれ以下のとおりとなりま

す。 

――――  当社は、平成17年５月20日付で株式

を１株につき２株の株式分割を行って

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。 

前中間会計期間 前事業年度

１株当たり純資産額

 461円76銭

１株当たり純資産

額 

539円27銭 

１株当たり中間純利

益 

20円27銭 

１株当たり当期純利

益 

71円35銭 

潜在株式調整後１株

当たり中間純利益

19円59銭 

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益

69円05銭 

１株当たり純資産額 539円27銭

１株当たり当期純利益 71円35銭

潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
69円05銭

（注）１株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（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株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） 653,616 42,862 945,084

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 48,900

 (うち利益処分による役員賞与金) － － (48,900)

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
653,616 42,862 896,184

期中平均株式数（千株） 10,253 10,503 10,353

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額
   

　中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

　普通株式増加額（千株） 161 51 235

　（うち新株予約権） (138) (31) (188)

　（うち新株引受権） (23) (19) (46)
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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)

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17年６月29日定時

株主総会決議ストック

オプション（新株予約

権）

新株予約権の目的となる

株式の数

400,000株 

　―――

（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）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

  当社は、貸出コミットメント契約　

　に基づく借入れを下記のとおり実施

しております。

 (1)借入先：エス・ジー・信託銀行株

式会社

 (2)借入総額：700,000千円

 (3)利率：利息支払日のLibor＋年率

0.9％

 (4)返済方法：期限一括

 (5)実施時期：平成17年10月26日

 　　　　　　　　500,000千円

 　　　　　　 平成17年10月31日

 　　　　　　　　200,000千円

 (6)返済期限：平成18年４月26日

 　　　　　　　　500,000千円

 　　　　　　 平成18年５月１日

 　　　　　　　　200,000千円

 (7)資金の使途：有価証券の取得

 (8)担保：投資有価証券の一部

 ――――  ――――

 ―――― ―――― 　（新株予約権の発行）

　平成18年４月26日開催の取締役会決議

に基づき、平成18年４月26日に次のとお

りストック・オプションとして新株予約

権を発行しました。

 (1）発行した新株予約権の数

 　　4,000個

 (2）新株予約権の目的となる株式の種

類及び数

 　　普通株式400,000株

　　（新株予約権１個につき100株）

  なお、当社が株式分割または株式

併合を行う場合、次の算式により調

整されるものとする。ただし、かか

る調整には、その時点で行使されて

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るものとする。

調整後株式数＝
調整前

株式数
×

分割・

併合の比率

　　（１株未満の株式は切り捨てる）
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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）

 (3）発行価額

 　無償とする。

 (4）権利行使時の１株当たり払い込み

金額

 2,119円

　なお、株式分割・併合を行う場合

には、次の算式により払込金額を調

整し、調整による１円未満の端数は

切り上げる。

調整後

払込金額
＝
調整前

払込金額
×

１

分割・併合の比率

  また、時価を下回る価額で新株を

発行するとき（時価発行として行う

公募増資、新株予約権及び新株予約

権証券の行使に伴う株式の発行によ

り、調整後払込金額が減少する場合

を除く）は、次の算式により発行価

額を調整し、調整による１円未満の

端数は切り上げる。

      
新発行

株式数
×

１株当たり

払込金額  

調整後

新株払込

金額

＝

調整前

新株払込

金額

×

既発行

株式数
＋ １株当たり時価

既発行株式数＋新発行株式数

 

 (5）行使の条件

①　新株予約権の行使期間平成22年

７月１日から平成27年６月29日

まで

②　対象者として新株予約権を付与

された者は、権利行使時におい

ても当社または当社関係会社に

在任・在籍していることを要す。

③  新株予約権の質入、その他処分

及び相続は認めない。

④  新株予約権に関するその他細目

については、平成17年6月29日開

催の第28回定時株主総会の決議

及び平成18年4月26日開催の取締

役会決議に基づき当社と対象者

との間で締結される新株予約権

付与契約に定めるものとする。
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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）

 (6）消却の事由及び条件

①  当社が消滅会社となる合併契約

書が承認された場合、当社が完

全子会社となる株式交換契約書

承認の議案並びに株式移転の議

案につき株主総会で承認された

場合は、新株予約権を無償で消

却する。

②　新株予約権が上記(5）．②に定

める規定により、権利を行使す

る条件に該当しなくなった場合

は、当該新株予約権を無償で消

却する。また、その場合の消却

手続きは、新株予約権行使期間

終了後に一括して行なうことが

できるものとする。

 (7）有利な条件の内容

　当社取締役に対して、新株予約権

を無償で発行した。

 ――――  （借入金の返済）

　当社は、勝田ゴルフ倶楽部売却に

伴い、以下の通り当座貸越契約及び

貸出コミットメント契約に対する借

入金の期日前返済を行っております。

 １．借入先：

エス・ジー・信託銀行株式会社

 ２．返済日：平成18年11月８日

 ３．返済金額：300,000千円

　なお、この返済による当社損益へ

の影響は軽微であります。

　当社は、勝田ゴルフ倶楽部売却に

伴い、以下の通り当座貸越契約及び

貸出コミットメント契約に対する借

入金の期日前返済を行います。

 １．借入先：

株式会社みずほ銀行

 ２．返済日：平成18年11月15日

 ３．返済金額：1,200,000千円

　なお、この返済による当社損益へ

の影響は軽微であります。

 ――――
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