
（財）財務会計基準機構会員

 

平成 19 年 3 月期   個別中間財務諸表の概要    平成 18 年 11 月 13 日 

  
上 場 会 社 名           株式会社アコーディア・ゴルフ                上場取引所 東証一部 
コ ー ド 番 号               2131                                     本社所在都道府県  東京都 
代  表  者 役職名 代表取締役社長        氏名 竹生道巨  
問合せ先責任者 役職名 取締役常務執行役員      氏名 吉田義   ＴＥＬ(03)6688－1506 
決算取締役会開催日 平成 18 年 11 月 13 日        配当支払開始日 平成－年－月－日 
単元株制度採用の有無  無 
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                                                       （百万円未満切り捨て） 

 営業収益 営業利益 経常利益 

  百万円       ％ 百万円       ％ 百万円      ％
18 年 9 月中間期 
17 年 9 月中間期 

      3,255     40.8 
   2,311     － 

    1,165       67.2 
   697      － 

      747    129.1 
   326     － 

18 年 3 月期    4,891    285.8     924     225.0   463     56.4

 

 
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 
17 年 9 月中間期 

      465   155.5 
   182    － 

465 円 83 銭 
14 円 55 銭

18 年 3 月期    233    51.1  15 円 41 銭

(注)①期中平均株式数 18 年 9 月中間期 998,587 株 17 年 9 月中間期 12,517,591 株  18 年 3 月期 15,163,924 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、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                                                       （百万円未満切り捨て） 

 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 
17 年 9 月中間期 

    104,587 
66,857 

23,197 
10,181 

22.2 
15.2 

23,230  51
  571    95 

18 年 3 月期 103,403     22,732 22.0 1,138  23

(注) 期末発行済株式数 18 年 9 月中間期 998,587 株 17 年 9 月中間期 17,800,942 株 18 年 3 月期 19,971,740 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) 

 
営業収益 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

通   期 6,180 560 280 

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 267 円 02 銭 
   なお、１株当たり予想当期純利益（通期）については、期末予定発行済株式数 1，048，587 株により算出しております。 
 
 ３．配当状況   

 ・現金配当 1 株当たり配当金（円） 

 第 1四半期末 中間期末 第 3四半期末 期末 その他 年間 

18 年 9 月期 － － － － － － 

18 年 3 月期（実績） － － － － － 

18 年 3 月期（予想） － － － － － 
－ 

 

 ※ 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。 

 １



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   2,497,298   5,962,768   5,111,515  

２ 営業未収入金   286,905   508,569   422,012  

３ たな卸資産   10,997   12,351   9,667  

４ 繰延税金資産   96,606   78,596   56,618  

５ 未収入金   3,762,095   2,575,413   1,607,172  

６ その他 ※２  192,611   452,514   146,021  

流動資産合計   6,846,513 10.2  9,590,212 9.2  7,353,006 7.1 

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 ※１  215,900   202,157   190,063  

２ 無形固定資産  378,655  471,752   380,831  

３ 投資その他の資産           

(1) 投資有価証券 ※２  26,735,211    61,725,135   58,525,180  

(2) 長期貸付金 ※２  32,553,615   32,298,069   35,784,482  

(3) その他 ※２  127,988   299,779   1,169,864  

  計   59,416,816   94,322,984   95,479,527  

固定資産合計   60,011,372 89.8  94,996,894 90.8  96,050,422 92.9 

資産合計   66,857,886 100.0  104,587,107 100.0  103,403,429 100.0 

           

 

 ２



  

  
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   500,993   61,213   81,818  

２ 1年以内返済予

定長期借入金  
※2  3,400,000   4,735,600   4,500,000  

３ 未払金   5,428,626   1,873,010   3,927,814  

４ 未払法人税等   194,367   372,040   8,022  

５ 預り金   37,201   12,776,713   11,585,855  

６ 賞与引当金   175,474   97,556   60,067  

７ ポイントカー  

  ド引当金 
  －   2,882   1,828  

８ その他   339,675   15,997   5,504  

流動負債合計   10,076,337 15.1  19,935,013 19.1  20,170,910 19.5 

Ⅱ 固定負債           

１ 長期借入金 ※2  46,600,000   61,454,400   60,500,000  

固定負債合計   46,600,000 69.7  61,454,400 58.7  60,500,000 58.5 

負債合計   56,676,337 84.8  81,389,413 77.8  80,670,910 78.0 

(資本の部)           

Ⅰ 資本金   60,000 0.1  －   6,309,727 6.1 

Ⅱ 資本剰余金           

１ 資本準備金  8,259,492   －   14,509,220   

２ その他資本剰余  1,500,000   －   1,500,000   

資本剰余金合計   9,759,492 14.6 －  16,009,220 15.5 

Ⅲ 利益剰余金         

１ 中間(当期)未  

    処分利益 
 362,055   －   413,570   

利益剰余金合計   362,055 0.5  －   413,570 0.4 

資本合計   10,181,548 15.2  －   22,732,518 22.0 

負債及び資本合計   66,857,886 100.0  －   103,403,429 100.0 

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１ 資本金   －   6,309,727 6.0  －  

２ 資本剰余金           

 （1）資本準備金  －   14,509,220   －   

 （2）その他資本  

       剰余金 
 －   1,500,000   －   

   資本剰余金合計   －   16,009,220 15.3  －  

３ 利益剰余金           

  その他利益剰   

    余金 
          

     繰越利益剰余金  －   878,746   －   

   利益剰余金合計   －   878,746 0.9  －  

   株主資本合計   －   23,197,694 22.2  －  

純資産合計   －   23,197,694 22.2  －  

  負債純資産合計   －   104,587,107 100.0  －  

           

 ３



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 営業収益   2,311,009 100.0  3,255,754 100.0  4,891,470 100.0 

Ⅱ 営業費用           

１ 事業費  534,637   934,761   1,201,991   

２ 販売費及び一  

  般管理費 
 1,079,321 1,613,959 69.8 1,155,563 2,090,324 64.2 2,764,551 3,966,543 81.1 

営業利益   697,049 30.2  1,165,430 35.8  924,927 18.9 

Ⅲ 営業外収益 ※１  279,316 12.1  253,113 7.8  641,937 13.1 

Ⅳ 営業外費用 ※２  649,457 28.1  670,789 20.6  1,103,275 22.5 

経常利益   326,908 14.2  747,754 23.0  463,589 9.5 

Ⅴ 特別利益   － －  28,190 0.8  － － 

Ⅵ 特別損失   － －  － －  1,997 0.1 

税引前中間(当

期)純利益 
  326,908 14.2  775,945 23.8  461,592 9.4 

法人税、住民税 

及び事業税 
 196,232   332,748   239,412   

法人税等調整

額 
 △51,504 144,728 6.3 △21,978 310,769 9.5 △11,516 227,896 4.6 

中間(当期)純

利益 
  182,179 7.9  465,175 14.3  233,695 4.8 

前期繰越利益   179,875   －   179,875  

中間(当期)未

処分利益 
  362,055   －   413,570  

           
  
 
  

 

 

 

 

 

 ４



 

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 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

項目 
資本金 

資本準備金 
その他資

本剰余金 

資本剰余金

合計 繰越利益剰余金

株主資本合計 
純資産合計 

平成18年3月31日

残高 

（千円） 

6,309,727 14,509,220 1,500,000 16,009,220 413,570 22,732,518 22,732,518 

中間会計期間中の変

動額 
       

 中間純利益     465,175 465,175 465,175 

中間会計期間中の変

動額合計          465,175 465,175 465,175 

     （千円） 

平成18年9月30日

残高 6,309,727 14,509,220 1,500,000 16,009,220 

（千円） 

878,746 23,197,694 23,197,694 

 

 

 ５



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 

移動平均法による原

価法 

   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 

(2) たな卸資産 

商品 

先入先出法による原

価法 

  貯蔵品 

   最終仕入原価法 

（1） 有価証券 

子会社株式 

  同左 

 

(1) 有価証券 

 子会社株式 

  同左 

 

   その他有価証券 

    同左 

 

 

その他有価証券 

  同左 

 

 

（2） たな卸資産 

  商品 

  同左 

     

      貯蔵品 

(2) たな卸資産 

 同左 

  商品 

  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 

定額法  

 (1) 有形固定資産 

なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。 

建物            

8～15年 

構築物          

10～20年 

機械及び装置    

5～15年 

車両運搬具        

4 年 

工具器具及び備品     

4～10 年 

   同左  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 無形固定資産 

定額法 

なお、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。 

 

 

(2) 無形固定資産 

      同左 

(1) 有形固定資産 

   同左  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 無形固定資産 

   同左 

 ６



 

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 

賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備え

るため、支給見込額のうち

当中間会計期間の負担額を

計上しております。 

(1)賞与引当金 

 同左 

 

 

 

(2)ポイントカード引当金 

 ポイントカード制度に

基づき、顧客へ付与したポ

イント利用に備えるため

当中間会計期間末におい

て将来利用されると見込

まれる額を計上しており

ます。 

(1)賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備

えるため、支給見込額のう

ち当事業年度の負担額を

計上しております。 

(2)ポイントカード引当金 

 ポイントカード制度に基

づき、顧客へ付与したポイ

ント利用に備えるため、当

会計年度末において将来

利用されると見込まれる

額を計上しております。 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ７



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。 

 従来の「資本の部」の合計に相当す

る金額は23,197,694千円であります。

 なお、中間財務諸表規則の改正によ

り、当中間会計期間における中間財務

諸表の「純資産の部」については、改

正後の中間財務諸表等規則により作

成しております。 

 

 （企業結合に係る会計基準及び事業 

 分離等に関する会計基準） 

当中間会計期間より、「企業結合に

係る会計基準」（企業会計審議会 平

成15年10月31日）及び「事業分離等に

関する会計基準」（企業会計基準第7

号 平成17年12月27日）並びに「企業

結合会計基準及び事業分離等会計基

準に関する適用指針」（企業会計基準

適用指針第10号 平成17年12月27日）

を適用しております。 

 

                        

 

 

 

 

 

 ８



注記事項 

(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 
(平成18年3月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

   54,175千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

     86,150千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

   66,871千円 

※２ 担保に供している資産 ※２ 担保に供している資産 

下記の資産については、長期借

入金66,190,000千円(1年以内返

済予定長期借入金4,735,600千

円を含む)の担保に供しており

ます。 

下記の資産については、長期借入

金50,000,000千円(1年以内返済

予定長期借入金3,400,000千円を

含む)の担保に供しております。 

投資有価証券 26,735,211千円 

その他（短期貸付

金） 
193,000千円

投資有価証券 61,149,443千円

長期貸付金 31,940,569千円

長期貸付金 28,319,482千円

その他（出資金） 0千円 

  また、子会社が有するゴルフ場の 

  土地･建物については、上記借入 
  また、子会社が有するゴルフ場の  金の担保留保となっております。 
  土地･建物については、上記借入

  金の担保留保となっております。

※２ 担保資産及び担保付債務 

 下記の資産については、長期借

入金65,000,000千円(1年以内返済

予定長期借入金4,500,000千円を

含む)の担保に供しております。 

投資有価証券 58,112,487千円

長期貸付金 35,784,483千円

  また子会社が有するゴルフ場の土

  地･建物については、上記借入金の

  担保留保となっております。   

※３  財務制限条項 

  長期借入金50,000,000千円（１年 

以内返済予定長期借入金3,400,000 

千円を含む）には、以下の財務制限 

条項がついており、財務制限条項に 

抵触した場合には、特定物件担保留 

保対象不動産に対し、抵当権の設定 

登記が行われます。 

※３  財務制限条項 

① 平成１８年３月期決算以降、各

計算基準日における連結貸借

対照表における資本の部の金

額を前年同期比 75％以上かつ

120 億円以上に維持すること。 

② 平成１８年３月期決算以降、各

年度の決算期及び中間決算期

における連結損益計算書に示

される経常損益および営業損

益が損失にならないようにす

ること。 

③ 平成１８年３月期決算以降、各

計算基準日における連結貸借

対照表上の自己資本比率（純資

産額/総資産額×100）を 13%以

上に維持すること。但し、平成

１８年３月期決算および平成

１８年９月中間決算期末に関

しては、10%以上とすること。 

④ 平成１８年９月中間決算期以

降、各計算基準日においてデッ

ト・サービス・カバレッジ・レ

シオ（DSCR）を 1.3 倍以上にす

ること。 

⑤ 平成１８年９月中間決算期以

降、各計算基準日においてレバ

※３  財務制限条項 

  長期借入金66,190,000千円（１年

以内返済予定長期借入金4,735,600

千円を含む）には、以下の財務制限

条項がついており、財務制限条項に

抵触した場合には、特定物件担保留

保対象不動産に対し、抵当権の設定

長期借入金65,000,000千円（１年

以 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金

4,500,000千円を含む）には、以下

の財務制限条項がついており、財

務制限条項に抵触した場合には、

特定物件担保留保対象不動産に対

し、抵当権の設定登記が行われま

す。 
登記が行われます。 

① 各計算基準日における連結貸

借対照表における純資産の部

の金額を前年同期比 75％以上

かつ120億円以上に維持するこ

と。  

② 各年度の決算期及び中間決算

期における連結損益計算書に

示される経常損益および営業

損益が損失にならないように

すること。 

 

③ 各計算基準日における連結貸

借対照表上の自己資本比率（純

資産額/総資産額×100）を 13%

以上に維持すること。但し、平

成１８年９月中間決算期末に

関しては、10%以上とすること。

 

 

④ 各計算基準日においてデッ

ト・サービス・カバレッジ・レ

シオ（DSCR）を 1.3 倍以上にす

ること。 

 

① 平成１８年３月期決算以降、各計

算基準日における連結貸借対照

表における資本の部の金額を前

年同期比 75％以上かつ 120 億円

以上に維持すること。  

② 平成１８年３月期決算以降、各年

度の決算期及び中間決算期にお

ける連結損益計算書に示される

経常損益および営業損益が損失

にならないようにすること。 

③ 平成１８年３月期決算以降、各計

算基準日における連結貸借対照

表上の自己資本比率（純資産額/

総資産額×100）を 13%以上に維持

すること。但し、平成１８年３月

期決算および平成１８年９月中

間決算期末に関しては、10%以上

とすること。 

④ 平成１８年９月中間決算期以降、

各計算基準日においてデット・サ

ービス・カバレッジ・レシオ

（DSCR）を1.3倍以上にすること。

 

⑤ 各計算基準日においてレバ 

  レッジ・レシオの比率が以下

⑤ 平成１８年９月中間決算期以降、

各計算基準日においてレバ 

 ９



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 
(平成18年3月31日) 

  レッジ・レシオの比率が以下を 

  超えないこと。 

 

⑥ 本契約締結日（平成 17 年９月

26 日）以降、各事業年度の設備

投資額は、各年度の決算期を算

出基準日とする連結貸借対照表

および連結損益計算書等に基づ

き算出する売上高設備投資比率

（設備投資÷総売上高）の割合

が 5.9%以下となる範囲内で行う

こと。但し、平成１８年３月期

事業年度については、54 億円未

満とする。 

⑦ 本契約締結日の属する月の末日

以降、各月末における連結貸借

対照表上の現預金残高が 3 ヶ月

連続して 30 億円を下回らず、ま

た2ヶ月間連続して20億円を下

回らないこと。 

 

計算基準日 

レバレッ

ジ・レシ

オ 

平成１８年９月中

間決算期および平

成１９年３月期 

5.50 倍 

平成１９年９月中

間決算期および平

成２０年３月期 

5.00 倍 

平成２０年９月中

間決算期および平

成２１年３月期 

4.50 倍 

平成２１年９月中

間決算期および平

成２２年３月期 

4.25 倍 

  を超えないこと。 

 

 

⑥ 契約締結日（平成 17 年９月 26

日）以降、各事業年度の設備投

資額は、各年度の決算期を算出

基準日とする連結貸借対照表

および連結損益計算書等に基

づき算出する売上高設備投資

比率（設備投資÷総売上高）の

割合が 5.9%以下となる範囲内

で行うこと。 

⑦ 本契約締結日の属する月の末

日以降、各月末における連結貸

借対照表上の現預金残高が3ヶ

月連続して30億円を下回らず、

また 2ヶ月間連続して 20 億円

を下回らないこと。 

 

計算基準日 

レバレッ

ジ・レシ

オ 

平成１８年９月中

間決算期および平

成１９年３月期 

5.50 倍 

平成１９年９月中

間決算期および平

成２０年３月期 

5.00 倍 

平成２０年９月中

間決算期および平

成２１年３月期 

4.50 倍 

平成２１年９月中

間決算期および平

成２２年３月期並

びに平成２２年９

月中間決算期 

4.25 倍 

  レッジ・レシオの比率が以下を超

    えないこと。 

 

⑥ 約締結日（平成 17 年９月 26 日）

以降、各事業年度の設備投資額

は、各年度の決算期を算出基準

日とする連結貸借対照表および

連結損益計算書等に基づき算出

する売上高設備投資比率（設備

投資÷総売上高）の割合が 5.9%

以下となる範囲内で行うこと。

但し、平成１８年３月期事業年

度については、54 億円未満とす

る。 

⑦ 本契約締結日の属する月の末日

以降、各月末における連結貸借

対照表上の現預金残高が 3 ヶ月

連続して 30 億円を下回らず、ま

た 2ヶ月間連続して 20億円を下

回らないこと。 

 

計算基準日 

レバレッ

ジ・レシ

オ 

平成１８年９月中

間決算期および平

成１９年３月期 

5.50 倍 

平成１９年９月中

間決算期および平

成２０年３月期 

5.00 倍 

平成２０年９月中

間決算期および平

成２１年３月期 

4.50 倍 

平成２１年９月中

間決算期および平

成２２年３月期 

4.25 倍 

４ 貸出コミットメント契約 

貸出コミット

メントの総額 
67,000,000千円 

借入実行残

高 
50,000,000千円 

差引額 17,000,000千円 

差引額17,000,000千円については  

平成17年12月20日付で実行してお 

ります。 

４ 貸出コミットメント契約 

貸出コミット

メントの総額
9,300,000千円

借入実行残

高 
1,700,000千円

差引額 7,600,000千円
 

 

 ５ 偶発債務 

  連結子会社であるスポーツ振興

㈱が保有する寄居カントリークラ

ブの会員預託金1,797,859千円の会

員への返還に対して連帯保証を行

っております。 
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(損益計算書関係) 

前中間会計期間 
(自 平成17年4月1日 

当中間会計期間 

至 平成17年9月30日) 
(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費目

及び金額は次のとおりでありま

す。 

 受取利息     272,609千円 

 

※１ 営業外収益のうち主要な費目

及び金額は次のとおりでありま

す。 

※１ 営業外収益のうち主要な費目

及び金額は次のとおりでありま

す。 

 受取利息     248,973千円

 

 受取利息    634,614千円 

 

※２ 営業外費用のうち主要な費目

及び金額は次のとおりでありま

す。 

 支払利息   772,121千円 

 ｼﾝｼﾞｹｰﾄﾛｰﾝ組成費用  312,156千円 

 

３ 減価償却実施額 

 有形固定資産      38,838千円 

 無形固定資産     56,994千円 

※２ 営業外費用のうち主要な費目

及び金額は次のとおりでありま

す。 

※２ 営業外費用のうち主要な費目

及び金額は次のとおりでありま

す。 

 支払利息       559,984千円

  

 支払利息   334,655千円 

 ｼﾝｼﾞｹｰﾄﾛｰﾝ組成費用 312,156千円 

  

３ 減価償却実施額 ３ 減価償却実施額 

 有形固定資産        19,278千円

 無形固定資産     41,702千円

 有形固定資産       20,045千円 

 無形固定資産     26,125千円  
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(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 

    該当事項はありません。 
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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) 

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 

 （借主側） 

 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

中間期末残高相当額 

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 

 （借主側） 

 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中間

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) 

 

 

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) 

中間期末
残高 

有形固
定資産 12,695 942 11,752 

合計 12,695 942 11,752 

相当額 
(千円) 

有形固
定資産 32,008 5,262 26,745 

合計 32,008 5,262 26,745 

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 

 （借主側） 

 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) 

機械及
び装置 18,584 2,310 16,273 

合計 18,584 2,310 16,273 

② 未経過リース料中間期末残高 

 相当額 

１年以内 2,431千円
１年超 9,376 〃 
合計 11,808千円

 

② 未経過リース料中間期末残高 

 相当額 

１年以内 6,240千円
１年超 20,752 〃 
合計 26,993千円

 

② 未経過リース料期末残高相当  

 額 

 
 

１年以内 3,577千円
１年超 12,821 〃 
合計 16,398千円

 ③ 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

支払リース料 1,006千円

減価償却費相当額 942〃 

支払利息相当額 119〃 
 

  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 3,128千円

減価償却費相当額 2,951 〃 

支払利息相当額 299 〃 
 

 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 2,468千円

減価償却費相当額 2,310 〃 

支払利息相当額 281 〃 
 

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。 

   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、利

息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 

   ・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。 

   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、利息法に

  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 

   ・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。 

   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。 
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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) 

（貸主側） 

①リース物件の取得価額、減価償

却累計額及び中間期末残高 

 

（貸主側） 

①リース物件の取得価額、減価償却

累計額及び中間期末残高 

 

 （貸主側） 

  ① 固定資産に含まれているリー

ス物件の取得価額、減価償却累計

額及び期末残高 
 

 取得価額 
 (千円) 

減価償却
累計額 
 (千円) 

中間期末
残高 

 (千円) 
有 形
固 定
資産 

40,645 5,334 35,310 

合計 40,645 5,334 35,310 

 

― 

 

― 

②未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年以内 5,948千円

１年超 30,674〃 

合計 36,622千円
 

②未経過リース料中間期末残高相

当額 

― 

② 未経過リース料期末残高相当  

   額 

― 

③受取リース料、減価償却費及び

受取利息相当額 

受取リース料 6,300千円

減価償却費 4,572〃 

受取利息相当額 3,731〃 
 

③受取リース料、減価償却費及び受

取利息相当額 

― 

 ③ 当期の受取リース料、減価償却

費及び受取利息相当額 

受取リース料 8,400千円

減価償却費 5,334 〃 

受取利息相当額 4,918 〃 
 

④利息相当額の算定方法 

   利息相当額の各期への配分方法

については、利息法によってお

ります。 

④利息相当額の算定方法 

― 

④ 利息相当額の算定方法 

   利息相当額の各期への配分方法

については、利息法によっており

ます。 

（転貸リース取引） 

①未経過支払リース料中間期末残  

 高相当額 

１年以内 111,419千円

１年超 427,744 〃 

合計 539,164千円
 

（転貸リース取引） 

①未経過支払リース料中間期末残  

 高相当額 

１年以内 323,355千円

１年超 1,112,800 〃 

合計 1,436,155千円
 

 （転貸リース取引） 

① 未経過支払リース料期末残高  

  相当額 

１年以内 124,166千円

１年超 416,054 〃 

合計 540,221千円
 

②未経過受取リース料中間期末残  

高相当額 
 

１年以内 111,419千円

１年超 427,744 〃 

合計 539,164千円

②未経過受取リース料中間期末残  

高相当額 
 

１年以内 323,355千円

１年超 1,112,800 〃 

合計 1,436,155千円

② 未経過受取リース料期末残高  

  相当額 

１年以内 124,166千円

１年超 416,054 〃 

合計 540,221千円
 

   

2.オペレーティング・リース取引 

(借主側) 

  未経過リース料 

１年以内 13,399千円 

１年超 36,289 〃 

合計 49,688千円 
 

2.オペレーティング・リース取引 

(借主側) 

  未経過リース料 

１年以内 13,506千円

１年超   27,923 〃 

合計 41,430千円
 

2. オペレーティング・リース取引 

 （借主側） 

   未経過リース料 

１年以内 13,398千円

１年超 29,587 〃 

合計 42,985千円
 

 １４



 

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) 

（転貸リース取引） 

  ①未経過支払リース料 

１年以内 102,349千円

１年超 262,713 〃 

合計 365,062千円
 

（転貸リース取引） 

  ①未経過支払リース料 

１年以内 255,230千円

１年超 559,781 〃 

合計 815,011千円

 （転貸リース取引） 

 ① 未経過支払リース料 

１年以内 138,684千円

１年超 312,228 〃 

合計 450,912千円
  

  ②未経過受取リース料 

１年以内 102,349千円

１年超 262,713  〃 

合計 365,062千円
 

  ②未経過受取リース料 

１年以内 255,230千円

１年超 559,781 〃 

合計 815,011千円
 

 ② 未経過受取リース料 
 

１年以内 138,684千円

１年超 312,228 〃 

合計 450,912千円
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(有価証券関係) 

   前中間会計期間末(平成17年9月30日) 

子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) 

子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) 

   子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) 

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 
(自 平成17年4月1日 (自 平成18年4月1日 (自 平成17年4月1日 
至 平成17年9月30日) 至 平成18年9月30日) 至 平成18年3月31日) 

１株当たり純資産額  571円96銭 １株当たり純資産額 23,230円51銭 １株当たり純資産額 1,138円23銭 

１株当たり中間純利益金額   14円55銭 １株当たり中間純利益金額  465円83銭 １株当たり当期純利益 15円41銭 

なお、潜在株式調整後１株当たり中
間純利益については、潜在株式が存
在し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

間純利益については、当中間連結会

計期間は非上場であり期中平均株価

の把握が出来ないため記載しており

ません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。 

また、平成18年4月16日付で普通株式

20株につき1株の株式併合を行って

おります。 

前事業年度の開始の日に当該株式併

合が行われたと仮定した場合におけ

る１株当たり情報の各数値はそれぞ

れ以下のとおりであります。 

 

（前中間会計期間） 

１株当たり純資産額 11,439円34銭 

１株当たり中間純利益金額   291円08銭 

 

（前事業年度） 

１株当たり純資産額 22,764円68銭 

１株当たり当期純利益金額   308円22銭 

 

なお、前中間会計期間及び前事業年

度はの潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。 
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(注)１．１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎 

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) 

中間損益計算書上の中間（当期）純利益(千円) 182,179 465,175 233,695 

普通株式に係る中間（当期）純利益(千円) 182,179 465,175 233,695 

普通株主に帰属しない金額(千円) － － － 

普通株式の期中平均株式数(株) 12,517,591 998,587 15,163,924 

 

   ２．１株当たり中間（当期）純資産の算定上の基礎 

項目 
前中間会計期間 

(平成17年9月30日) 

当中間会計期間 

（平成18年9月30日) 

前事業年度 

(平成18年3月31日) 

純資産の部の合計額(千円) － 23,197,694 － 

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) － － － 

普通株式に係る中間期末の純資産額 (千円) － 23,197,694 － 

1株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末

の普通株式の数 (株) 
－ 998,587 － 

 １７



 (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) 

１．会社分割による事業の承継 

 連結子会社であるスポーツ振興㈱

及び㈱越前カントリー倶楽部は、ゴ

ルフ事業の拡大を目的として、以下

の通り、分社型吸収分割による事業

の承継を行いました。なお、承継し

た事業の内容はいずれもゴルフ場の

所有・運営です。 

 

(1)分割の方法 

 承継会社、分割会社を次の通り

とする分社型吸収分割によりま

す。 

承継会社 

１．重要な新株の発行 

当社は、以下のとおり増資を行って

おります。 

 

増資の方法 有償一般募集（ブッ  

       クビルディング方式） 

株式の種類 普通株式 

発行数   50,000株 

発行価額  185,250円 

発行総額  9,262,500千円 

資本組入額 92,625円 

払込期日  平成18年10月31日 

分割会社 

㈱越前カントリー

倶楽部 

千趣会ゼネラル

サービス㈱ 

スポーツ振興㈱ ㈱カントリーク

ラブザ・ファー

スト 

(2)分割期日 

分割会社 分割期日 

千趣会ゼネラ

ルサービス㈱ 
平成17年12月1日 

㈱カントリー

クラブザ・フ

ァースト 

平成18年3月1日 

(3)株式の割当 

   ㈱越前カントリー倶楽部及び

スポーツ振興㈱は、分割会社に

対してそれぞれ次の通り株式を

割り当てます。 

分割会社 発行株式 

千趣会ゼネラル

サービス㈱ 

普通株式  

8,000株 

㈱カントリーク

ラブザ・ファース

ト 

普通株式   

700株 

 

配当起算日 平成18年4月1日 

資金の使途 新規ゴルフ場の取得等 

その他   平成18年11月1日に 

      東証第一部に上場いた

      しました。 

 

１．株式併合 

 当社は、発行済株式数の適正化を図

るため平成18年4月16日付をもって、発

行済株式総数19,971,740株について20

株を1株に併合し、998,587株とする株

式併合を行いました。 

 前期首において当該株式併合が行わ

れたと仮定した場合における1株当た

り情報の各数値はそれぞれ以下のとお

りです。 

 

（前事業年度） 

1株当たり純資産  16,318円46銭 

1株当たり当期純利益28,110円14銭 

 

（当事業年度） 

1株当たり純資産  22,764円68銭 

1株当たり当期純利益  308円22銭 

 

（注）潜在株式調整後1株当たり当期

  純利益については、潜在株式が

  存在しないため記載しておりま

  せん。 

 

２．ストックオプション（新株予約権）

の発行 

 当社は旧商法第280条ノ20及び第280

条ノ21の規定に基づき、平成18年3月30

日開催の取締役会及び同日付商法第

253条第1項に基づく株主総会事項につ

いての書面決議により、平成18年4月20

日付で当社の取締役及び従業員並びに

当社子会社の従業員に対して無償でス

トックオプションとして新株予約権を

発行することを決議いたしました。な

お、新株予約権の目的となる株式の数

は平成18年4月16日付の株式併合後の

株式の数によるものです。 
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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) 

当社は、会社分割により㈱越

前カントリー倶楽部及びスポー

ツ振興㈱が分割会社に対して発

行した株式全てを次の通り取得

いたしました。 

分割

会社 

取得

日 

取得価

額 

千 趣 会

ゼ ネ ラ

ル サ ー

ビス㈱ 

平 成 17

年 12 月

20日 
400,000千円 

㈱ カ ン

ト リ ー

ク ラ ブ

ザ・ファ

ースト 

平 成 18

年 3 月 1

日 2,213,629千円 

(4)承継会社が承継する権利義務 

  会社分割契約書に特段の定め

のある場合を除き、分割会社の

営業に関する資産及び負債並び

にこれらに付随する契約上の地

位、その他権利義務一切が承継

されます。 

(5)承継した資産･負債の状況   

 

千趣会ゼネラ

ルサービス㈱ 

平成17年

11月30日 

資産合計 415,052千

円 

負債合計 15,052千

円 

 

㈱カントリー

クラブザ・フ

ァースト 

平成18年2

月28日 

資産合計 3,203,565

千円 

負債合計 989,936千

円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第 1回新株

予約権 

第2回新株予

約権 

新株予約権の

総数 
19,940個 5,400個 

新株予約権1個

当たりの目的

となる株式 

普通株式１株 

発行価額 無償 

行使時の

払込金額 
135,000円 1円 

新株予約

権の行使

期間 

平成20年 4

月21日～平

成25年 4月

30日 

1,800個 

平成18年4月21日

～平成25年4月30

日 

 

1,195個 

平成20年1月1日

～平成25年4月30

日 

 

1,195個 

平成21年1月1日

～平成25年4月30

日 

 

1,210個 

平成22年1月1日

～平成25年4月30

日 

 

（注）当社の株式

が日本国内の証

券取引所に上場

され、上場の日後

1年を経過するま

では、本新株予約

権は一切行使す

ることができま

せん。 
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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) 

２．株式取得等による子会社化 

当社は、ゴルフ事業の拡大を目的

として日東興業㈱の株式を取得し、

100%子会社といたしました。なお、

グループ内における多階層の経営を

避け、日東興業㈱が同社の経営に集

中できるよう、同社が発行済株式の

全てを所有していた東海開発㈱及び

㈱フェニックス・カントリー・クラ

ブの全株式を取得しております。以

上の子会社とした会社の事業の内容

はいずれもゴルフ場の所有・運営で

す。また、ゴルフ場におけるレスト

ラン事業の安定運営のためレストラ

ン部門の従業員が在籍する㈲エーシ

ーアンドエッチアールエスの出資持

分を取得し、100%子会社といたしま

した。これら子会社化の概要は以下

のとおりです。 

(1) 株式の取得先の名称 

取得先の名称 買収会社 

コンコードウェイ

㈱ 

日東興業㈱ 

東海開発㈱ 日東興業㈱ 

㈱フェニック

ス・カントリ

ー・クラブ 

㈱アコーディ

アホールディ

ング 

㈲エーシーア

ンドエッチア

ールエス 

(2) 株式の取得日 

日東興業㈱ 平成17年12月

20日 

東海開発㈱ 平成17年12月

20日 

㈱フェニックス・

カントリー・クラ

ブ 

平成17年12月

20日 

㈲エーシーアンド

エッチアールエス 

平成17年12月

1日 
 

 ３．重要な契約の締結 

  当社は、機動的な資金調達を目的 

として以下の通り総額93億円のシン 

ジケートローンによる借入枠の設定 

契約（金銭消費貸借契約）を行って 

おります。 

（1）契約の相手会社の名称・・・ 

   ㈱みずほコーポレート銀行 

（2）契約締結日・・・ 

   平成18年7月26日 

（3）契約の内容・・・ 

   総額93億円のシンジケートロ 

    ーンによる借入枠の設定契約 

  なお、㈱みずほコーポレート銀行

は、平成18年８月31日付をもって㈱ 

三井住友銀行等５行に対して68億円 

の貸付限度枠の地位を譲渡しており 

ます。 
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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) 取得する株式数及び取得価額 

日東興業㈱ 

取得する

株式数 
20,000株 

取得価額 26,694,000千円 

 

東海開発㈱ 

取得する

株式数 
800株 

取得価額 2,295,574千円 

 

㈱フェニックス・カントリー・クラブ 

取得する

株式数 
200株 

取得価額 174,071千円 

 

㈲エーシーアンドエッチアールエス 

取得する出資

口数 
60口 

取得価額 2,693千円 

（4）買収会社の資産･負債の状況   

日東興業㈱ 平成17年12月20日 

資産合計 56,056,094千円 

負債合計 29,362,093千円 

資本合計 26,694,000千円 

 

東海開発㈱ 平成17年12月20日 

資産合計 7,016,199千円 

負債合計 4,720,624千円 

資本合計 2,295,574千円 

   

㈱フェニック

ス・カントリ

ー・クラブ 

平成17年12月20日 

資産合計 562,609千円 

負債合計 388,538千円 

資本合計 174,071千円 

 

㈲エーシーア

ンドエッチア

ールエス 

平成17年11月30日 

資産合計 346,017千円 

負債合計 343,324千円 

資本合計 2,693千円 
 

  

 ２１



 

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．新株の発行 

 平成18年3月14日の取締役会にお

いて以下の新株発行の決議を行い、

平成18年3月30日に新株の払い込み

を受けております。 

 

(1)発行する株式の種類及び数 

  普通株式 2,170,798株 

 

(2)新株の発行方法 

  ㈱アコーディアホールディング

及びサウス・ウインド・リアルテ

ィ・ファイナンス・ケイマン・カ

ンパニーを引受人とする株主割当

増資 

 

(3)新株の発行価額 

  １株につき5,758円 

 

(4)発行価額のうち資本に組み入れ

る額 

  1株につき2,879円 

 

(5)発行価額の総額 

  12,499,454 千円 

 

４．株式併合 

 当社は、発行済株式数の適正化を 

図るため平成18年4月16日付をもっ

て、発行済株式総数19,971,740株に

ついて20株を1株に併合し、998,587

株とする株式併合を行いました。 

 前期首において当該株式併合が行

われたと仮定した場合における1株

当たり情報の各数値はそれぞれ以下

のとおりです。 

 

（前事業年度） 

1株当たり純資産 16,318円46銭 

1株当たり当期純利益28,110円14銭 

 

（当中間会計期間） 

1株当たり純資産 11,439円34銭 

1株当たり中間純利益  291円08銭 

 

  

 ２２



 

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) 

（注）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 

  式が存在しないため記載して 

  おりません。 

５．ストックオプション（新株予約 

  権）の発行 

 当社は旧商法第280条ノ20及び第

280条ノ21の規定に基づき、平成18年

3月30日開催の取締役会及び同日付

商法第253条第1項に基づく株主総会

事項についての書面決議により、平

成18年4月20日付で当社の取締役及

び従業員並びに当社子会社の従業員

に対して無償でストックオプション

として新株予約権を発行することを

決議いたしました。なお、新株予約

権の目的となる株式の数は平成18年

4月16日付の株式併合後の株式の数

によるものです 
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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) 

 
 第1回新株

予約権 

第2回新株予

約権 

新株予約権の

総数 
19,940個 5,400個 

新株予約権1

個当たりの目

的となる株式 

  

普通株式１株 

発行価額 無償 

行使時の

払込金額 
135,000円 1円 

新株予約

権の行使

期間 

平成20年4

月21日～平

成25年4月

30日 

1,800個 

平成18年4月21

日～平成25年4

月30日 

 

1,195個 

平成20年1月1日

～平成25年4月

30日 

 

1,195個 

平成21年1月1日

～平成25年4月

30日 

 

1,210個 

平成22年1月1日

～平成25年4月

30日 

 

（注）当社の株

式が日本国内の

証券取引所に上

場され、上場の

日後1年を経過

するまでは、本

新株予約権は一

切行使すること

ができません。 

 

【その他】 

 該当事項はありません。 
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