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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）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 2,387 (34.4) 417 (66.7) 420 (98.4)

17年９月中間期 1,776 (2.5) 250 (△26.5) 212 (△37.3)

18年３月期 3,613 352 292

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 191 (166.9) 1,682 00

17年９月中間期 71 (△63.8) 741 47

18年３月期 128 1,211 84

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 114,028株 17年９月中間期 96,911株 18年３月期 105,675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  

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 8,372 7,620 80.6 59,679 64

17年９月中間期 7,300 6,726 92.1 59,509 77

18年３月期 8,147 6,871 84.3 59,680 11

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 113,141株 17年９月中間期 113,029株 18年３月期 115,138株

②期末自己株式数 18年９月中間期 4,270株 17年９月中間期 2,270株 18年３月期 2,270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 4,700 650 330

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　 2,916円71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  － 1,000 1,000

19年３月期（実績）  － －
1,000

19年３月期（予想） － 1,000

（注）上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能となる情報に基づき作成しておりますが、実際の業績は、今

後、様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。

－ 1 －



７．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  5,223,487   5,118,687   5,457,743   

２. 売掛金  937,802   1,376,063   1,028,067   

３. たな卸資産  203,492   306,456   213,326   

４. 未収還付法人税等  －   －   39,557   

５．その他  61,359   332,339   157,150   

　　貸倒引当金  △6,800   △6,300   △6,600   

流動資産合計   6,419,342 87.9  7,127,245 85.1  6,889,244 84.6

Ⅱ　固定資産           

１. 有形固定資産 ※１          

(1) 建物  42,255   54,242   55,736   

(2) 工具器具備品  57,333   86,757   63,510   

有形固定資産合計  99,588  1.4 140,999  1.7 119,247  1.4

２. 無形固定資産  12,747  0.2 43,871  0.5 22,360  0.3

３. 投資その他の資産           

(1) 関係会社株式  474,500   596,830   654,500   

(2) その他  294,192   463,612   461,931   

  投資その他の資産
  合計

 768,692  10.5 1,060,442  12.7 1,116,431  13.7

固定資産合計   881,028 12.1  1,245,313 14.9  1,258,038 15.4

資産合計   7,300,371 100.0  8,372,558 100.0  8,147,283 100.0
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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  241,594   212,622   208,115   

２. 未払金  169,513   213,700   135,961   

３. 未払法人税等  98,087   219,012   －   

４．新株予約権  －   －   868,000   

５. その他 ※２ 64,846   107,009   63,758   

流動負債合計   574,041 7.9  752,344 9.0  1,275,835 15.7

負債合計   574,041 7.9  752,344 9.0  1,275,835 15.7

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   3,274,436 44.8  － －  3,318,715 40.7

Ⅱ　資本剰余金           

１. 資本準備金  2,931,360   －   2,976,387   

資本剰余金合計   2,931,360 40.1  － －  2,976,387 36.5

Ⅲ　利益剰余金           

１. 任意積立金  600,000   －   600,000   

２. 中間(当期)未処分利
益

 295,800   －   352,004   

利益剰余金合計   895,800 12.3  － －  952,004 11.7

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金　

  811 0.0  － －  419 0.0

Ⅴ  自己株式   △376,079 △5.1  － －  △376,079 △4.6

 資本合計   6,726,329 92.1  － －  6,871,448 84.3

 負債資本合計   7,300,371 100.0  － －  8,147,283 100.0
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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  － － 3,318,876 39.6 － －

２．資本剰余金  

(1) 資本準備金  － 2,976,549 －

資本剰余金合計  － － 2,976,549 35.5 － －

３．利益剰余金  

(1) その他利益剰余
金

    

別途積立金  － 600,000 －

繰越利益剰余金  － 428,661 －

利益剰余金合計  － － 1,028,661 12.3 － －

４．自己株式  － － △571,429 △6.8 － －

株主資本合計  － － 6,752,657 80.6 － －

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評
価差額金

 － － △443 0.0 － －

評価・換算差額等合
計

 － － △443 0.0 － －

Ⅲ　新株予約権  － － 868,000 10.4 － －

純資産合計  － － 7,620,214 91.0 － －

負債純資産合計  － － 8,372,558 100.0 － －
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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   1,776,898 100.0  2,387,654 100.0  3,613,416 100.0

Ⅱ　売上原価   999,072 56.2  1,283,071 53.7  2,135,028 59.1

売上総利益   777,826 43.8  1,104,583 46.3  1,478,388 40.9

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

  527,193 29.7  686,850 28.8  1,126,104 31.2

営業利益   250,632 14.1  417,732 17.5  352,283 9.7

Ⅳ　営業外収益 ※１  1,799 0.1  4,986 0.2  3,250 0.1

Ⅴ　営業外費用  ※２  40,319 2.3  1,844 0.1  63,224 1.7

経常利益   212,113 11.9  420,875 17.6  292,310 8.1

Ⅵ　特別利益   － －  － －  178 0.0

Ⅶ　特別損失 ※３  84,600 4.8  92,161 3.9  70,012 1.9

税引前中間（当
期）純利益

  127,513 7.1  328,713 13.7  222,476 6.2

法人税、住民税及
び事業税

 90,518   209,027   90,044   

法人税等調整額  △34,862 55,656 3.1 △72,109 136,918 5.7 4,371 94,415 2.7

中間（当期）純利
益

  71,856 4.0  191,794 8.0  128,061 3.5

前期繰越利益   223,943   －   223,943  

中間（当期）未処
分利益

  295,800   －   352,004  
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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

その他利益剰余金
利益剰余金

合計
別途積立金 繰越利益剰余金

平成18年３月31日　残高

               （千円）
3,318,715 2,976,387 600,000 352,004 952,004 △376,079 6,871,028

中間会計期間中の変動額

  新株の発行 161 161     323

剰余金の配当　 （注）    △115,138 △115,138  △115,138

中間純利益    191,794 191,794  191,794

自己株式の取得      △195,350 △195,350

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）
161 161 － 76,656 76,656 △195,350 △118,370

平成18年９月30日　残高

               （千円）
3,318,876 2,976,549 600,000 428,661 1,028,661 △571,429 6,752,657

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）
419 868,000 7,739,448

中間会計期間中の変動額

  新株の発行   323

剰余金の配当　 （注）   △115,138

中間純利益   191,794

自己株式の取得   △195,350

株主資本以外の項目の

中間会計期間中の変動

額（純額）

△863 － △863

中間会計期間中の変動額

合計　　　　　 （千円）
△863 － △119,233

平成18年９月30日　残高

               （千円）
△443 868,000 7,620,214

 （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]　

  移動平均法による原価法に

  よっております。

 [その他有価証券]

 ①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。 

 ②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。

(1) 有価証券

[子会社及び関連会社株式]　

同左

 

 [その他有価証券]

 ①時価のあるもの

 ――――――

 

 

 

 

 ②時価のないもの

同左

 

(1) 有価証券

[子会社及び関連会社株式]

同左

 

 [その他有価証券]

 ①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。 

 ②時価のないもの

同左

 

 (2) たな卸資産

 　①仕掛品

個別法による原価法によっ

ております。 

(2) たな卸資産

　 ①仕掛品

同左

(2) たな卸資産

　 ①仕掛品

同左

  　②貯蔵品

  総平均法による原価法によ

  っております。

 　②貯蔵品

同左

　 ②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

 　定率法（ただし、工具器具

 備品のうち、パソコン及びサ

 ーバーについては定額法）に

 よっております。

   なお、主な耐用年数は以下

 のとおりであります。

 建物　　　　　    ３～18年

 工具器具備品　    ３～20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

  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（３～５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   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勘案

  し、回収不能見込額を計上して

  おります。

  貸倒引当金

同左

  貸倒引当金

同左

４. 外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

　  外貨建金銭債権債務は、中間

  決算日の直物為替相場により円

  貨に換算し、換算差額は損益と

  して処理しております。

同左 　  外貨建金銭債権債務は、決算

  日の直物為替相場により円貨に

  換算し、換算差額は損益として

  処理しております。
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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）

５. 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

６. 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

　  税抜方式を採用しておりま

　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

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

  係る会計基準も適用指針」（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 6,752,214千円でありま

　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。
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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 ※１. 有形固定資産の減価償却累計額 ※１. 有形固定資産の減価償却累計額

  144,671千円 140,710千円 161,812千円

※２. 消費税等の取扱い ※２. 消費税等の取扱い ※２. 　　 ――――――

　仮払消費税等及び仮受消費税

等は、相殺のうえ、流動負債の

「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）

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 202千円 受取利息 1,107千円 受取利息 309千円

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

新株発行費 37,084千円 新株発行費 37,524千円

※３. 特別損失の内訳は次のとおり

であります。

※３. 特別損失の内訳は次のとおり

であります。

※３. 特別損失の内訳は次のとおり

であります。

工具器具備品

除却損

 

12千円

投資有価証券

評価損

 

84,588千円

　計 84,600千円

工具器具備品

除却損

 

3,237千円

投資有価証券

評価損

 

31,254千円

子会社株式

評価損

 

57,669千円

　計 92,161千円

工具器具備品

除却損

  

12千円

投資有価証券

売却損

 

70,000千円

  計 70,012千円

　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  11,094千円

無形固定資産 　1,603千円

有形固定資産  18,227千円

無形固定資産 　3,987千円

有形固定資産  28,235千円

無形固定資産 　3,815千円
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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

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)

    普通株式   (注) 2,270 2,000 － 4,270

            合計 2,270 2,000 － 4,270

 　　　(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加2,000株は、自己株式の市場買付けによる増加であります。

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）

　重要性が乏しく、また、契約一件

当たりの金額が少額なため、中間財

務諸表等規則第５条の３の規定によ

り、財務諸表等規則第８条の６第６

項の規定を準用し、記載を省略して

おります。

同左 　重要性が乏しく、また、契約一件

当たりの金額が少額なため、財務諸

表等規則第８条の６第６項の規定に

より、記載を省略しております。

②　有価証券

  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（平成17年４月１日　至平成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。

　 (注) 当中間会計期間において、子会社株式で時価のないものについて57,669千円の減損処理を行っております。
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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. 当社は、平成17年９月29日開催の

    取締役会において決議した、ガン

    ホー・オンライン・エンターテイ

    メント株式会社に対する第三者割

    当による新株予約権に関して、払

    込期日である 平成17年10月26日

    に、新株予約権の発行総額である 

　　868,000千円 の払込を受けており

    ます。 

①発行決議の日

　　　　　平成17年９月29日

②新株予約権の総数

868個

③目的となる株式の種類

当社普通株式

④目的となる株式の数

86,800株  

   （新株予約権１個につき100株）

⑤新株予約権の発行価額

   １個につき1,000,000円  

 （１株につき10,000円）

⑥新株予約権の発行価額の総額

868,000,000円

⑦新株予約権の行使に際しての払込

　金額

　　　　　１個につき24,000,000円

           （１株につき240,000円）

⑧新株予約権の行使に際しての払込

　金額の総額

20,832,000,000円

　⑨新株予約権の行使により発行する

　　株式の発行価額

 　　　　　 １個につき25,000,000円

             （１株につき250,000円）

  ⑩新株予約権の行使により発行する

    株式の発行総額

                  21,700,000,000円

――――――  ――――――
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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）

  ⑪新株予約権の行使により発行する

    株式の資本組入額

 10,850,000,000円  

　⑫行使期間

              平成17年10月26日から

              平成20年10月24日まで

  ⑬資金の使途

  　ガンホー・オンライン・エンター

　　テイメント株式会社との合弁会社

　　の事業資金及び今後のＭ＆Ａのた

　　めの資金に充当する予定でありま

　　す。

２．当社は、平成17年７月21日付で締

    結したガンホー・オンライン・エ

    ンターテイメント株式会社との業

    務・資本提携契約に基づき、平成

    17年10月31日にＰＣ用オンライン

    ゲームの開発・ポータルサイトの

    運営配信を目的とした合弁会社を

    下記のとおり共同出資により設立

    いたしました。

設立した合弁会社の概要

①商号

　ガンホー・モード株式会社

②事業内容

　　　ＰＣ用オンラインゲームの開発

　　　    ポータルサイトの運営配信

③設立年月日

平成17年10月31日

④本社所在地 

        東京都千代田区有楽町一丁目

        ２番２号

⑤代表者

代表取締役社長　　森下　一喜

⑥資本金 

２億円

⑦大株主構成及び所有割合

ガンホー・オンライン・エンター

　テイメント株式会社　　　55.0％

株式会社ジー・モード　　45.0％
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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）

  取得した株式の数及び取得原価

  ①取得した株式の数

  3,600株  

  ②取得価額

１億８千万円  

  

３. 当社は、平成17年10月31日の取締

    役会において中国における事業戦

    略の実行機能の強化を図るため、

    平成17年５月25日に中国全土にＩ

    ＣＰ（インターネットコンテンツ

    プロバイダ）免許をもつ中国サー

    ビスプロバイダの広州東虹移動通

    信技術有限公司（以下、東虹）と

    の資本提携に関する基本合意に至

    っておりましたが、東虹グループ

    の戦略的事業再編に伴い、出資先

    を東虹の持株会社であるE-Rainbow

    Mobile Information Co., Limited

   （以下、E-Rainbow）とすることを

    決議いたしました。

  ①出資の目的

 　　 E-Rainbow に出資することによ

  　り、中国最大のサービスプロバイ

  　ダの一つである東虹グループと強

  　固な関係を築くことで、東虹グル

  　ープの持っている豊富な事業領域

  　を活かし、世界最大規模の携帯電

  　話コンテンツ市場である中国での

  　事業展開を図ることを目的として

  　おります。

　②出資先の概要 

 　(1)商号

      E-Rainbow Mobile Information

      Co., Limited 

   (2)事業内容

 　　 モバイルコンテンツの配信事業

　 　 を行う東虹の持株会社 
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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)設立年月日　　

2005年７月29日

(4)本店所在地

　  The Marquee Building, Suite 

　  300, 430 West Bay Road P.O. 

    BOX 30691SMB, Grand Cayman,

    Cayman Islands

(5)代表者

 　鄭　玉　龍

 

  (6)資本金　

                    50,000米ドル

   ③出資の概要

   当社がE-Rainbowへ1,479,655米

 ドル（約１億7,000万円）を出資す

 ることにより、E-Rainbowへの出資

 比率は10％となります。この資本

 提携により、共同事業における中

 国市場展開のさらなる強化を図り

 ます。また、この提携をより強固

 にし円滑に推進するため、当社か

 らE-Rainbowに取締役を派遣するこ

 とでも合意しております。
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