
(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15日

上場会社名 セレブリックス・ホールディングス株式会社 上場取引所 大阪証券取引所

コード番号 ２４４４　Ｇ 本社所在都道府県 東京都

（URL　http://www.cerebrix.jp/）

代表者　　　　　役職名 代表取締役社長 氏名　櫻井　富美男

問合せ先責任者　役職名
取締役最高財務

責任者（CFO）
氏名　江川　利彦 ＴＥＬ　　（03）5323－3741

決算取締役会開催日 平成18年11月15日   

単元株制度採用の有無 無

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 1,577 45.0 129 59.0 140 66.2

17年９月中間期 1,087 59.2 81 101.3 84 93.9

18年３月期 2,597 211 222

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 75 89.0 2,770 12

17年９月中間期 39 39.9 8,375 33

18年３月期 106 4,273 64

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 27,175株 17年９月中間期 4,755株 18年３月期 25,033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18年１月31日付で１株につき５株の株式分割を行っております。そこで、当該株式分割に伴う影響を加味し遡及修正を行っ

た場合の１株当たり指標は以下のとおりであります。

　(参考）17年９月中間期　１株当たり中間純利益 　1,675円06銭

(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 2,725 1,482 53.1 53,291 84

17年９月中間期 973 646 66.5 131,889 42

18年３月期 1,839 1,402 76.2 51,592 35

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 27,175株 17年９月中間期 4,905株 18年３月期 27,175株

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

  なお、平成18年１月31日付で１株につき５株の株式分割を行っております。そこで、当該株式分割に伴う影響を加味し遡及修正を行っ

た場合の１株当たり指標は以下のとおりであります。

　（参考）17年９月中間期　１株当たり純資産 　26,377円88銭

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 3,451 309 157

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　5,792円92銭

※　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）
対前中間
期比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１．現金及び預金  460,206   491,864   31,657 891,444   

２．売掛金  357,400   355,913   △1,487 296,339   

３．たな卸資産  2,731   2,107   △624 2,929   

４．繰延税金資産  14,443   26,843   12,400 19,969   

５．関係会社短期
貸付金

 －   651,000   651,000 25,000   

６．その他  12,955   27,594   14,639 18,492   

貸倒引当金  △1,762   △3,879   △2,116 △1,387   

流動資産合計   845,974 86.9  1,551,445 56.9 705,470  1,252,787 68.1

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産 ※１           

(1）建物  10,058   3,730   △6,327 10,443   

(2）器具備品  3,197   4,023   825 4,540   

有形固定資産
合計

 13,255   7,754   △5,501 14,984   

２．無形固定資産  15,002   35,321   20,318 17,885   

３．投資その他の
資産

           

(1）投資有価証
券

 49,922   202,258   152,335 251,313   

(2）関係会社株
式

 －   811,476   811,476 205,000   

(3）差入保証金  48,234   70,862   22,627 70,502   

(4）その他  2,415   40,220   37,805 17,338   

貸倒引当金  △1,277   △1,548   △270 △1,048   

投資その他の
資産合計

 99,295   1,123,269   1,023,974 543,105   

固定資産合計   127,553 13.1  1,166,344 42.8 1,038,790  575,975 31.3

Ⅲ　繰延資産            

１．新株発行費  －   7,701   7,701 10,268   

繰延資産合計   － －  7,701 0.3 7,701  10,268 0.6

資産合計   973,528 100.0  2,725,491 100.0 1,751,962  1,839,031 100.0

            

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．買掛金  32,728   47,537   14,808 53,253   

２．短期借入金  －   700,000   700,000 －   

３．１年以内返済
長期借入金

 70,996   101,342   30,346 67,996   

４．未払金  64,848   79,277   14,428 97,040   

５．未払法人税等  35,915   73,282   37,366 76,888   

６．賞与引当金  24,959   44,139   19,180 29,582   

７．その他 ※２ 35,608   57,357   21,749 83,783   

流動負債合計   265,055 27.2  1,102,935 40.5 837,879  408,543 22.2
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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）
対前中間
期比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅱ　固定負債            

１．長期借入金  61,342   140,000   78,658 28,344   

２．その他  213   30   △182 121   

固定負債合計   61,555 6.3  140,030 5.1 78,475  28,465 1.6

負債合計   326,610 33.5  1,242,965 45.6 916,354  437,009 23.8

            

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   253,710 26.1  － － △253,710  608,810 33.1

Ⅱ　資本剰余金            

１．資本準備金  257,250   －    612,350   

資本剰余金合計   257,250 26.4  － － △257,250  612,350 33.3

Ⅲ　利益剰余金            

１．中間（当期）
未処分利益

 135,957   －    203,114   

利益剰余金合計   135,957 14.0  － － △135,957  203,114 11.0

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金 

  － －  － － －  △22,252 △1.2

資本合計   646,917 66.5  － － △646,917  1,402,022 76.2

負債・資本合計   973,528 100.0  － － △973,528  1,839,031 100.0

            

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１．資本金   － －  608,810 22.3 608,810  － －

 　２．資本剰余金            

(1）資本準備金  －   612,350    －   

資本剰余金合計   － －  612,350 22.5 612,350  － －

 　３．利益剰余金            

(1）その他利益
剰余金

           

繰越利益剰
余金

 －   278,393    －   

利益剰余金合計   － －  278,393 10.2 278,393  － －

株主資本合計   － －  1,499,553 55.0 1,499,553  － －

Ⅱ　評価・換算差額
等

           

１．その他有価証
券評価差額金

  － －  △51,347 △1.9 △51,347  － －

評価・換算差額
等合計

  － －  △51,347 △1.9 △51,347  － －

Ⅲ　新株予約権   － －  34,320 1.3 34,320  － －

純資産合計   － －  1,482,525 54.4 1,482,525  － －

負債純資産合計   － －  2,725,491 100.0 2,725,491  － －
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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）

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（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   1,087,757 100.0  1,577,265 100.0 489,507  2,597,307 100.0

Ⅱ　売上原価   675,759 62.1  965,460 61.2 289,700  1,640,452 63.2

売上総利益   411,998 37.9  611,805 38.8 199,807  956,854 36.8

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  330,783 30.4  482,689 30.6 151,906  745,021 28.6

営業利益   81,215 7.5  129,116 8.2 47,900  211,833 8.2

Ⅳ　営業外収益 ※１  8,458 0.8  20,512 1.3 12,053  30,713 1.2

Ⅴ　営業外費用 ※２  4,989 0.5  8,911 0.6 3,921  20,045 0.8

経常利益   84,684 7.8  140,717 8.9 56,032  222,500 8.6

Ⅵ　特別損失 ※３  11,696 1.1  5,914 0.4 △5,782  11,696 0.5

税引前中間
（当期）純利
益

  72,988 6.7  134,803 8.5 61,814  210,804 8.1

法人税、住民
税及び事業税

 33,095   68,600    109,176   

法人税等調整
額

 67 33,163 3.0 △9,075 59,524 3.7 26,361 △5,354 103,821 4.0

中間（当期）
純利益

  39,824 3.7  75,278 4.8 35,453  106,982 4.1

前期繰越利益   96,132   －    96,132  

中間（当期）
未処分利益

  135,957   －    203,114  
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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 

株主資本合計
資本準備金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

平成18年３月31日　残高

（千円）
608,810 612,350 203,114 1,424,274

中間会計期間中の変動額

中間純利益（千円）   75,278 75,278

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）
－ － 75,278 75,278

平成18年９月30日　残高

（千円）
608,810 612,350 278,393 1,499,553

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

平成18年３月31日　残高

（千円）
△22,252 34,320 1,436,342

中間会計期間中の変動額

中間純利益（千円）   75,278

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）

△29,094  △29,094

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△29,094 － 46,183

平成18年９月30日　残高

（千円）
△51,347 34,320 1,482,525
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(4）中間キャッシュ・フロー計算書

  
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）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

  

税引前中間純利益  72,988

減価償却費  3,344

貸倒引当金の増加額  647

賞与引当金の増加額  8,326

固定資産除却損  167

受取利息及び受取配当金  △1

支払利息  2,125

売上債権の増加額  △122,450

たな卸資産の増加額  △1,271

保証金等の増加額  △4,559

仕入債務の減少額  △47,174

未払金等の減少額  △20,826

未払消費税等の減少額  △3,479

その他  14,610

小計  △97,553

利息及び配当金の受取額  1

利息の支払額  △2,414

法人税等の支払額  △75,914

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

 △175,880

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

  

有形固定資産の取得による支
出

 △12,161

無形固定資産の取得による支
出

 △5,165

投資有価証券の取得による支
出 

 △49,922

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

 △67,248

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

  

長期借入金の返済による支出  △44,058

株式の発行による収入  374,055

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

 329,997

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額  86,867

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  372,838

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末
残高

※１ 459,706
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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

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）有価証券

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（営業投資有

価証券を含む）

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）

(1）有価証券

①子会社株式

同左

②その他有価証券（営業投資有

価証券を含む）

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）

(2）デリバティブ

時価法

(2）デリバティブ

同左

(2）デリバティブ

同左

(3）たな卸資産

①　仕掛品

個別法による原価法

(3）たな卸資産

同左

(3）たな卸資産

同左

②　貯蔵品

最終仕入原価法

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法を採用しております。

　主な耐用年数は以下のとおり

であります。

(1）有形固定資産

　定率法を採用しております。

但し、建物（建物付属設備を除

く）については定額法を採用し

ております。

　主な耐用年数は以下のとおり

であります。

(1）有形固定資産

同左

建物 ３～25年

器具備品 ４～８年

建物 ３～25年

器具備品 ４～８年

(2）無形固定資産

　定額法を採用しております。

　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

　従業員に対して支給する賞与

等の支出に充てるため、支給対

象期間に対する支払見積額を計

上しております。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

同左

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．ヘッジ会計の方法

 

(1）ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用してお

ります。また、金利スワップに

ついて特例処理の条件を充たし

ている場合には特例処理を採用

しております。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(1）ヘッジ会計の方法

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）

５．ヘッジ会計の方法 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッ

ジ方針

　主に当社の内規である「デリ

バティブ取引に関する取扱」に

基づき、金利変動リスクをヘッ

ジしております。

　当中間会計期間にヘッジ会計

を適用したヘッジ対象とヘッジ

手段は以下のとおりであります。

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッ

ジ方針

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッ

ジ方針

　主に当社の内規である「デリ

バティブ取引に関する取扱」に

基づき、金利変動リスクをヘッ

ジしております。

　当事業年度にヘッジ会計を適

用したヘッジ対象とヘッジ手段

は以下のとおりであります。

ヘッジ手段

金利スワップ

ヘッジ手段

金利スワップ

ヘッジ対象

借入金

ヘッジ対象

借入金

(3）ヘッジ有効性評価の方法

　特例処理によっている金利ス

ワップについては、有効性の評

価を省略しております。

(3）ヘッジ有効性評価の方法

同左

(3）ヘッジ有効性評価の方法

同左

６．中間キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

　手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資から

なっております。

────── ──────

７．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

(1）消費税等の処理方法

　消費税等の会計処理は、税抜

方式によっております。

(1）消費税等の処理方法

同左

(1）消費税等の処理方法

同左

 

 

(2）役員報酬の売上原価算入

　役員報酬に関しましては、当

社のコンサルティングサービス

の提供という事業の性質及び役

員の一部がコンサルタントとい

う実態を反映して役員報酬の一

部を売上原価に算入しておりま

す。

(2）役員報酬の売上原価算入

同左

(2）役員報酬の売上原価算入

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

対照表の純資産の分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1,448,205千円であります。

　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。

──────

 

──────

 

（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等の適用指針」

（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。

　これによる損益に与える影響はありません。

──────

 

－ 9 －



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

7,838千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

18,496千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

11,014千円

※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。

※２　消費税等の取扱い

同左

※２　消費税等の取扱い

─────

　３　　　　　  ─────

 

　３　金融機関からの借入等に対する債務保

証

㈱国連社 800,000千円

　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　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

受取利息 1千円

安全協力会費 3,805千円

受取利息 1,265千円

受取配当金 2,315千円

安全協力会費 7,180千円

自社広告手数料収入 4,257千円

業務受託収入 5,049千円

受取利息 66千円

受取手数料 4,200千円

安全協力会費 9,309千円

自社広告手数料収入 8,080千円

投資有価証券売却益 3,893千円

※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 2,125千円

新株発行費 2,684千円

支払利息 3,662千円

新株発行費償却 2,567千円

貸倒引当金繰入額 2,431千円

支払利息 3,808千円

新株発行費 7,819千円

支払手数料 7,613千円

※３　特別損失のうち主要なもの ※３　特別損失のうち主要なもの ※３　特別損失のうち主要なもの

上場準備費用 11,529千円 過年度減価償却費 5,064千円 上場準備費用 11,529千円

　４　減価償却実施額 　４　減価償却実施額 　４　減価償却実施額

有形固定資産 2,503千円

無形固定資産 841千円

有形固定資産 2,416千円

無形固定資産 1,666千円

有形固定資産 5,679千円

無形固定資産 2,386千円

（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

該当事項はありません。
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（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

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）

※１　現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係

（平成17年９月30日現在）

現金及び預金勘定 460,206千円

預入期間が３か月を

超える定期預金
△500千円

現金及び現金同等物 459,706千円

①　リース取引

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)

器具備品 3,444 1,640 1,803

ソフトウェア 13,212 5,298 7,914

合計 16,657 6,938 9,718

 

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)

器具備品 6,342 3,038 3,303

ソフトウェア 13,212 8,808 4,404

合計 19,555 11,847 7,707

 

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)

器具備品 6,342 2,178 4,163

ソフトウェア 13,212 7,053 6,159

合計 19,555 9,231 10,323

２．未経過リース料中間期末残高相当額等

　　未経過リース料中間期末残高相当額

２．未経過リース料中間期末残高相当額等

　　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等

　　未経過リース料期末残高相当額

１年内 4,284千円

１年超 5,762千円

合計 10,047千円

１年内 5,415千円

１年超 2,626千円

合計 8,042千円

１年内 5,300千円

１年超 5,363千円

合計 10,664千円

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 2,312千円

減価償却費相当額 2,132千円

支払利息相当額 236千円

支払リース料 2,829千円

減価償却費相当額 2,615千円

支払利息相当額 207千円

支払リース料 4,797千円

減価償却費相当額 4,425千円

支払利息相当額 440千円

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

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。

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
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②　有価証券

前中間会計期間末（平成17年９月30日）

1.　時価評価されていない主な有価証券の内容

中間貸借対照表計上額（千円）

(1）その他有価証券

投資事業組合出資 49,922

当中間会計期間末（平成18年９月30日）

　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）

　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。

③　デリバティブ取引

前中間会計期間末（平成17年９月30日）

　ヘッジ会計が適用されるデリバティブ取引は除いているため、該当事項はありません。

④　持分法損益等

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）

　当社は、関連会社を有していないため、該当事項はありません。
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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 131,889.42円

１株当たり中間純利益金額 8,375.33円

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額
6,413.00円

１株当たり純資産額 53,291.84円

１株当たり中間純利益金額 2,770.12円

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額
2,191.18円

１株当たり純資産額 51,592.35円

１株当たり当期純利益金額 4,273.64円

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
3,245.51円

　潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額

の算定にあたり、当社は平成17年５月20日付

で大阪証券取引所ヘラクレス市場に上場して

いるため、非上場期間である期首（平成17年

４月１日）から前日（平成17年５月19日）ま

での平均株価は、新規上場日から当中間会計

期間末までの平均株価を適用しております。

　当社は平成18年１月31日付で株式１株につ

き５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。

 

１株当たり純資産額 11,503.26円

１株当たり当期純利益金額 5,223.12円

（注）１．１株当たり中間（当期）純利益金額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） 39,824 75,278 106,982

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
39,824 75,278 106,982

期中平均株式数（株） 4,755 27,175 25,033

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） － － －

（うち支払利息(税額相当額控除後)） （－） (－） (－)

普通株式増加数（株） 1,455 7,180 7,930

（うち新株予約権） (1,455) (7,180) (7,930)

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

新株予約権　１種類

（新株予約権の数　1,100個）

───── ─────

２．前中間会計期間及び前事業年度については、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あたり、当社は平成17年５

月20日付で大阪証券取引所ヘラクレス市場に上場しているため、非上場期間である期首（平成17年４月１日）から前日（平成17年５

月19日）までの平均株価は、新規上場日から前事業年度末（平成18年３月31日）までの平均株価を適用しております。
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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）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．平成17年11月10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17年12月９日に払込が完了いたしまし

た。

　この結果、平成17年12月９日に資本金は

608,810千円、発行済株式総数5,435株と

なっております。

①募集方法 :第三者割当増資

②発行する株式の種類及

び数

:普通株式

            530株

③発行価額 :１株につき

      1,340,000円

④発行価額の総額 :　   710,200千円

⑤資本組入額 :１株につき

        670,000円

⑥資本組入額の総額 :　   355,100千円

⑦申込期日 :平成17年12月８日

⑧払込期日 :平成17年12月９日

⑨配当起算日 :平成17年10月１日

⑩資金の使途 :企業再生事業展開

に必要な投資および

Ｍ＆Ａの実施資金等

２．平成17年11月10日開催の取締役会において

下記のとおり新株予約権の発行を決議し、平

成17年12月９日に払込が完了しました。

①発行する新株予約権の総数　  　1,100個

②新株予約権の発行価額

　　　　　 　　 　　 １個につき31,200円

③発行価格の総額　　　　 　　34,320千円

④申込期間　　　   平成17年11月26日から

 　  　　　　　 　 平成17年12月８日まで

⑤払込期日　　　   　　平成17年12月９日

⑥行使に際して払い込むべき額(行使価額)

 　　　　　　　   １個につき1,480,500円

⑦新株予約権の目的となる株式の数及び払込

価額の調整

(1)株式数の調整

　新株予約権発行後、当社が株式分割または

株式併合を行う場合、新株予約権の目的たる

株式の数は株式分割または株式併合の比率に

応じ、次の算式により調整される。ただし、

かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で

権利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、調整の結果１

株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨

てるものとする。

 

調整後株式数＝調整前株式数×株式分割

  　　　　　　　　　　又は併合の比率

　新株予約権発行後、組織再編その他株式数

の調整を必要とするやむを得ない事由が生じ

たときは、条件等を勘案のうえ、合的な範囲

で株式数の調整を行うものとする。

 １．平成18年10月16日開催の当社取締役会に

おいて、平成18年12月１日をもって当社と

当社の特定子会社であるセレブリックス・

ビジネス・ソリューション株式会社が略式

合併方式により合併することを決定いたし

ました。

 （1）目的

　当社グループ全体の経営資源等の集約及

び効率化をはかり、100％出資子会社である

セレブリックス・ビジネス・ソリューショ

ン株式会社を吸収合併するものです。

 （2）当該異動に係る特定子会社の概要（平

成18年３月31日）

 ①名称 セレブリックス・ビジ

ネス・ソリューション

株式会社

 ②住所 東京都新宿区西新宿二

丁目６番１号

 ③代表者の氏名 代表取締役　武藤　覚

 ④事業の内容

個人及び企業における

職業適性能力の診断、

能力開発に関する教育

事業並びにコンサル

ティング業

⑤発行済株式総

数
2,000株

 ⑥資本金の額 １億円

 ⑦売上高　 4,196千円

 ⑧当期純損失 3,751千円

 ⑨純資産 96,248千円

 ⑩総資産 100,859千円

 ⑪従業員数 ２名

 （3）合併の内容

 ①合併日程　 　

 ア．合併契約書承認取締役会 

　　　　　　　　　  平成18年10月16日

 イ．合併契約書締結　　　　 

　　　　　　　　　　平成18年10月16日

 ウ．合併承認株主総会 

　　　　　　　　　　開催いたしません

 エ．効力発生日

              平成18年12月１日(予定)

 オ．合併登記日

              平成18年12月８日(予定)

※　本合併は、会社法796条3項に定める簡

易合併並びに、同法第784条1項に定める略

式合併の規程により、当社及び対象会社に

おいて合併契約書の関する株主総会の承認

を得ることもなく行うものであります。

 ②合併方式

　当社を存続会社とする吸収合併方式(会

社法第796条3項に定める簡易合併並びに、

同法第784条1項に定める略式合併)とし、

対象会社は解散いたします。

１．平成18年４月10日開催の当社取締役会に

おいて、セブンシーズホールディングス株

式会社（東証２部　コード3750）の子会社

である株式会社国連社株式の議決権及び所

有割合の35％をセブンシーズホールディン

グス株式会社より譲受けることを決議し、

平成18年４月26日に当該株式の譲受が完了

し、同社との資本業務提携を契機とした協

業体制が整いました。

 　　また、平成18年６月23日開催の当社取締

役会において、株式会社国連社の株式をセ

ブンシーズホールディングス株式会社及び

株式会社国連社取締役弦本透氏より取得し、

子会社化することを決議し、平成18年６月

29日に当該株式の譲受が完了いたしました。

 　　当社代表取締役社長櫻井富美男及び当社

代表取締役会長三戸薫は、それぞれ株式会

社国連社の代表取締役及び取締役となりま

した。

 （1）目的

　当社は「顧客企業の収益向上を実現する」

営業販売マネジメント代行を主としたコン

サルティング、アウトソーシング事業を行っ

てまいりました。平成18年４月１日より事

業持株会社体制を確立し、持ち前の営業販

売のマネジメント力、支援力により企業再

生・インキュベーション事業へもその活用

範囲を拡げております。

　　株式会社国連社のセールスプロモーショ

ン事業を当社グループに機能として追加す

ることにより、創業以来提唱しております

「顧客企業の収益向上実現」サービスをよ

り強固にすることが可能となります。また

加えて当社自身の主要顧客企業グループと

株式会社国連社の主要顧客企業グループが

重複することもプラス効果が期待でき、顧

客企業からの要望を一手に引き受け、「収

益向上サービス」をワンストップで提供す

ることができるようになり、グループ企業

価値増大に大きく寄与すると考えておりま

す。

 （2）取得した株式の会社の名称及び事業内

容（平成18年３月31日時点）　

 ①名称 株式会社国連社

 ②住所 東京都港区芝二丁目31

番15号

 ③代表者の氏名 代表取締役　弦本　透

 ④資本金の額 80,000千円

 ⑤事業の内容 総合広告代理店業 
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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)払込価額の調整

　新株予約権発行後、当社が株式分割または

株式併合を行う場合、株式分割または株式併

合の比率に応じ、次の算式により１株当たり

の払込価額を調整し、調整により生ずる１円

未満の端数は切り上げるものとする。

調整後払込

価額
＝
調整前払込

価額
× 

1

株式分割または併合

の比率 

 

　新株予約権発行後、当社が時価を下回る価

額で新株式の発行または自己株式の処分（新

株予約権の行使による場合を除く）を行うと

きは、次の算式により１株当たりの払込価額

を調整し、調整により生ずる１円未満の端数

は切り上げるものとする。 

      

新規発

行株式

数

×

一株当

たりの

払込価

額

    
既発行

株式数
＋
一株当たりの新規

発行前の時価

調整後

払込価

額

＝

調整前

払込価

額

×
 既発行株

式数
＋

新規発行

株式数

 ⑧行使に際して払い込むべき額の総額

 　　　　　　　　　　　　　1,628,550千円

 ⑨新株予約権の行使期間

　平成18年４月１日から平成22年３月31日

  ⑩新株予約権の行使条件

(1)当社の取締役、監査役または従業員たる

新株予約権者は、権利行使時においても、

当社または当社関係会社の取締役、監査役、

または従業員の地位にあることを条件とす

る。ただし、当社取締役会が認めた場合は

この限りではない。

(2)各新株予約権の行使にあっては、一部行

使はできないものとする。

(3)新株予約権の質入、その他処分を行った

場合は権利行使を認めない。また、相続が

発生した場合は権利行使はできないものと

する。

(4)権利行使請求日の前日の当社株価終（当

該日が取引や終値がない場合はその前取引

日）が金1,550,000円以上であれば権利行使

をすることができるものとする。ただし、

当該価額は、株式分割、株式併合等株価の

調整が生じる場合は、それに応じて調整さ

れるものとする。

 ⑪割当先及び割当個数

 　三戸　薫　　　 　　　　　　　　180個

　 平山　達大　　 　　　　　　　　150個

 　櫻井　富美男　 　　　　　　　　110個

 　ファースト・パートナーズ

 　・グループ株式会社 　　　　　　100個

 　小野　高志　　　　 　　　　　　100個

 　その他　　　　　　 　　　　　　460個

 ③合併比率並びに合併交付金

　対象会社は当社の完全子会社であるため、

本合併による新株式の発行及び資本金の額

の増加並びに合併交付金の支払はありませ

ん。

 ２．当社は平成18年10月25日付で下記のとお

りシンジケートローン契約を締結いたしま

した。

 （1）目的

　安定的な資金調達手段の確保により、子

会社の資金効率の向上、金融費用の削減及

び財務関連業務コストの削減を図ることを

目的としております。

 （2）内容

　シンジケートローン契約

  ①調達金額　６億円

　②適用利率　

　　　３ヶ月TIBORを基準金利とし、

　　　スプレッドを加算した利率

　③契約日　　平成18年10月25日

　④実行日　　平成18年10月31日

　⑤借入期間　５年間

  ⑥返済条件　

　　　１月、４月、７月、10月末の

　　　四半期毎

　⑦資金使途　子会社運転資金

　⑧アレンジャー（幹事行）　

  　株式会社三井住友銀行

  ⑨エージェント（貸付事務代理人）　

  　株式会社三井住友銀行

  ⑩参加金融機関　

  　株式会社三井住友銀行　　

  　商工組合中央金庫

 

　コミットメントライン契約　

　①契約極度額　７億円

　②適用利率　

　　　貸付期間に対応したTIBORを

　　　基準金利とし、スプレッドを

　　　加算した利率　

　③契約日　平成18年10月25日

　④借入期間　１年間

　⑤満期日　

　　　実行希望日の１ヶ月、２ヶ月、

　　　３ヶ月又は６ヶ月後の応当日　

　⑥資金使途　子会社運転資金

　⑦アレンジャー（幹事行）

　　株式会社三井住友銀行

　⑧エージェント（貸付事務代理人）

　　株式会社三井住友銀行

　　商工組合中央金庫

 （3）取得した株式の数並びに取得価額及び

取得後の所有割合　

 平成18年４月10日開催取締役会決議に基づ

く株式取得

 ①取得株式数 6,580,000株

 ②取得価額 １株につき50円

 ③取得後の所有

割合
35.0％

 平成18年６月23日開催取締役会決議に基づ

く株式取得

 ①取得株式数 9,543,125株

 ②取得価額 １株につき10円

 ③取得後の所有

割合
85.76％

 ２．平成18年５月25日開催の当社取締役会に

おいて、株式会社イーヴァム・インターナ

ショナル（以下「イーヴァム社」といいま

す）株式の議決権及び所有割合の75％をイー

ヴァム社の代表取締役佐山氏並びにその他

株主より譲り受ける基本合意を当社及びイー

ヴァム社にて下記のとおり締結いたしまし

た。

（1）目的

　当社は、平成18年４月１日より、事業持

株会社体制を確立し、「セレブリックス・

ホールディングス株式会社」をスタートさ

せ、持ち前の営業マネジメント力、支援力

を活用支援することにより、企業業績の更

なる向上・成長が見込まれる企業に対して、

その株式・保有を行う等Ｍ＆Ａ手法を機動

的に駆使しながら、連結企業価値の飛躍的

向上を図って参ります。今回はその一環と

して、イーヴァム社の株式取得を行うこと

を決定いたしました。

（2）取得した株式の会社の名称及び事業内

容　

 ①名称 株式会社イーヴァム・

インターナショナル

 ②住所 東京都港区元麻布３丁

目４番23号

 ③代表者の氏名 代表取締役　佐山 重三

 ④資本金の額 10,000千円

(平成18年５月25日現

在)

 ⑤事業の内容 イベント・プロモー

ションや販売促進全般

に関する業務並びに業

態開発等市場開発の全

般に係わる企画開発

（3）取得した株式の数並びに取得価額及び

取得後の所有割合　

 ①取得株式数 150株

 ②取得価額 １株につき

1,056,000円

 ③取得後の所有

割合
75.0％
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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．株式の分割

　平成17年11月17日開催の当社取締役会にお

いて、株式の分割に関し、下記のとおり決議

いたしました。

　①平成18年１月31日をもって普通株式１株

につき５株に分割いたします。

（1）分割により増加する株式数

　　　　　　　　　　　  　21,740株

　（2）分割方法

　平成17年12月12日最終の株主名簿及び実

質株主名簿に記載又は記録された株主の所

有株式数１株につき５株の割合をもって分

割いたします。

  ②配当起算日

             　　  平成17年10月１日

　当該株式分割が前期首に行われたと仮定

した場合の前中間会計期間及び前事業年度

における１株当たり情報並びに当期首に行

われたと仮定した場合の当中間会計期間に

おける１株当たり情報は、それぞれ以下の

とおりとなります。

　（前中間会計期間）

１株当たり純資産額　　　7,468.00円

１株当たり中間純利益　　1,932.83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、新株予約権を発

行しておりますが、当社株式は非上場か

つ非登録のため、期中平均株価が把握で

きませんので、記載しておりません。

　（前事業年度）

１株当たり純資産額　　 11,503.26円

１株当たり当期純利益　　5,223.12円

　　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、新株予約権を発

行しておりますが、当社株式は非上場か

つ非登録のため、期中平均株価が把握で

きませんので、記載しておりません。

　（当中間会計期間）

１株当たり純資産額　　 26,377.88円

１株当たり当期純利益　　1,675.06円

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額　　　　　1,282.60円

　　潜在株式調整後１株当たり中間純利益

金額の算定にあたり、当社は平成17年５

月20日付で大阪証券取引所ヘラクレス市

場に上場しているため、非上場期間であ

る期首（平成17年４月１日）から前日

（平成17年５月19日）までの平均株価は、

新規上場日から当中間会計期間末までの

平均株価を適用しております。

────── ──────
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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）

４．当社は、平成17年12月５日開催の取締役

会において、株式会社エックスネットと新会

社設立及び運営に関する基本協定書を結び、

合弁会社エックス・ネット・サービス株式会

社を設立することを決議いたしました。これ

により、エックス・ネット・サービス株式会

社が、当社の特定子会社に該当することとな

ります。

①合弁会社設立の目的

　株式会社エックスネットの提供する「Ｘ

ＮＥＴサービス」は初期開発費及び導入後

の改良・追加機能に対しユーザーの費用負

担が無く月々のサービス料のみでシステム

の利用が出来る画期的なサービスです。

　当社としては、直轄子会社（連結対象）

によるこの「ＸＮＥＴサービス」の提供に

より、従来持ち合わせていなかった「ＩＴ

サービスソリューション」というサービス

ラインナップが揃うことにより、当社自身

の収益の獲得領域拡大につながると予想さ

れるため合併会社を設立致します。

②合弁会社の内容

名称 :エックス・ネット・サービス株

式会社

事業内容 :「ＸＮＥＴサービス」の販売及

びサポート

規模 :資本金１億円

③設立の時期

現在のところ未定となっております。

④取得する株式の数、取得価額及び取得後の

持分比率等

取得する株式の数 :1,500株

取得価額 :7,500万円

持分比率 :75％

５．合弁会社設立にあたり、業務提携の円滑

な推進を目的として、株式会社エックスネッ

トの株式取得を行うことを併せて合意致しま

した。

①株式会社エックスネットの概要

会社名 :株式会社エックスネット

（東証一部上場）

所在地 :東京都港区北青山二丁目12番28

号

設立年月日 :平成３年６月３日

代表者 :代表取締役社長　吉川　征治

資本金 :　　　　   　　783,200千円

    （平成17年９月30日現在）

売上高 :　　　   　　2,420,117千円

　  （平成17年３月31日現在） 

従業員数 :90名（平成17年３月31日時点）

事業内容 :アプリケーションアウトソーシ

ング事業（ＸＮＥＴサービス）

「ＸＮＥＴサービス」の販売及

びサポート

────── ──────
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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株式取得年月日

　　                平成17年12月13日

③取得前後における当社所有に係る株式会社

エックスネットの議決権数及び議決権の総

数に対する割合

 取得前 取得後

当社所有株式数 －株 827株

 (当社所有議決権

数)
(－個) (827個)

議決権の総数に対

する割合
－％  2.00％

 (発行済株式数にす

る割合)
(－％) (2.00％)

６. 当社は、平成17年12月12日開催の取締役

会において、株式会社イー・キュー・ジャパ

ンと新会社設立及び運営に関する基本協定書

を結び、合弁会社イーキューサービス株式会

社を設立することを決議いたしました。これ

により、イーキューサービス株式会社が、当

社の特定子会社に該当することとなります。

①合弁会社設立の目的

　株式会社イー・キュー・ジャパンは「EQ

(Emotional intelligence Quotient)」を客

観的数値として測定するツールを開発して

おります。当社としては従来より行ってい

る研修・教育コンサルティングのサービス

ラインの拡充として、当社自身の収益の獲

得領域を拡大につながると予想されるため

の合併会社を設立致します。

②合併会社の内容

名称 :イーキューサービス株式会社

事業内容 :「EQ」を客観的数値として測定

するツールでEQI（EQ検査）や

様々なアセスメントツール、能

力開発プログラム、サービス、

ソフトウェア製品の販売及びサ

ポート

規模 :資本金２億円

③設立の時期

　　現在のところ未定となっております。

④取得する株式の数、取得価額及び取得後の

持分比率等

取得する株式の数 :3,000株

取得価額 :15,000万円

持分比率 :75％

────── ──────

－ 18 －



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）

７. 当社は、平成17年12月13日開催の取締役

会において、セレブリックス・インベストメ

ント株式会社を当社の完全子会社として設立

することを決議いたしました。

 ①会社設立の目的

　当社は従来の営業コンサルティング事業

に加え、新たな収益事業として、企業再生

事業への新規参入を決定致しております。

今回、投資子会社を設立することにより、

投資事業を新たな事業の柱として加えます。

すなわち、企業再生事業において包括的な、

資本業務提携を締結している、株式会社ア

ポロ・インベストメントと協調して当該事

業を推進することにより、投資事業に関す

るノウハウや情報提供を受けることで当社

グループの投資事業を積極的に展開いたし

てまいります。具体的には、その経営諸資

産や損益状況に比して市場において過小評

価されていると判断される上場会社を中心

に投資を拡大し、当該会社に対して第三者

割当増資による株式の取得、あるいは新株

予約権を取得・保有することにより、当社

グループの事業経営に関するノウハウや情

報を提供することで投資先企業の価値向上

に貢献し、その後、投資対象株式を売却す

ることにより得られるキャピタルゲインや

含み益を獲得することで、当社グループの

連結価値向上を目指してまいります。

②新設会社の内容

名称 :セレブリックス・インベストメ

ント株式会社

事業内容 :有価証券の売買、保有および運

用

規模 :資本金3,000万円

③設立の時期

 　 現在のところ未定となっております。

④取得する株式の数、取得価額及び取得後の

持分比率等

取得する株式の数 :600株

取得価額 :3,000万円

持分比率 :100％

────── ──────
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