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１．平成18年９月期の業績（平成17年10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月期 2,980 182.7 91 － 10 －

17年９月期 1,054 -53.5 △102 － △98 －

当期純利益
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年９月期 7 △93.6 0 03 0 02 0.1 0.2 0.3

17年９月期 109 － 0 66 0 65 5.9 △4.6 △9.4

（注）①期中平均株式数 18年９月期 257,543,108株 17年９月期 165,463,041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、当期純利益におけるパーセント表示は、対前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月期 6,113 5,975 97.7 20 93

17年９月期 2,041 1,979 97.0 11 96

（注）①期末発行済株式数 18年９月期 285,469,931株 17年９月期 165,469,931株

②期末自己株式数 18年９月期 10,871株 17年９月期 8,711株

２．平成19年９月期の業績予想（平成18年10月１日～平成19年９月30日）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 150 △120 △150

通期 350 △200 △230

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　△0円80銭

３．配当状況

 （百万円未満切り捨て）

・現金配当 １株当たり配当金（円） 配当金総額
(百万円)

配当性向
（％）

純資産配当率
（％）中間期末  期末  年間

18年９月期 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0

17年９月期 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0

19年９月期（予想） 0.0 0.0 0.0    

 

※　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．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

前事業年度
（平成17年９月30日）

当事業年度
（平成18年９月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

資産の部  

Ⅰ　流動資産  

１　現金及び預金 187,632 916,589  

２　受取手形 3,135 －  

３　売掛金 117,662 1,787,076  

４　営業投資有価証券 729,911 914,280  

５　営業出資金 141,419 721,890  

６　営業貸付金 14,623 85,992  

７　商品 588,897 374,683  

８　前払費用 3,684 39,570  

９　未収入金 3,524 55,261  

10　その他の流動資産 15,048 －  

11　貸倒引当金 － －  

流動資産合計 1,805,539 88.4 4,895,344 80.1 3,089,805

Ⅱ　固定資産  

(1)有形固定資産  

１　建物 22,957 55,866  

減価償却累計額 7,664 15,292 10,454 45,412  

２　車両運搬具 1,150 －  

減価償却累計額 806 343 － －  

３　工具器具備品 39,565 40,097  

減価償却累計額 20,790 18,774 23,812 16,284  

４　土地 －  75,445  

有形固定資産合計 34,411 1.7 137,141 2.2 102,730

(2)無形固定資産  

１　電話加入権 1,164 1,164  

２　ソフトウェア 1,636 973  

無形固定資産合計 2,800 0.2 2,138 0.0 △662

(3）投資その他の資産  

１　投資有価証券 60,000 560,000  

２　関係会社株式 － 180,000  

３　長期未収金 5,145 4,545  

４　関係会社長期貸
付金

－ 200,000  

５　破産債権・更生
債権その他これ
らに準ずる債権

205,266 205,266  

５　敷金保証金 45,200 45,560  

６　投資不動産 58,118 58,118  

７　会員権等 31,200 31,200  

８　貸倒引当金 △206,266 △206,266  

投資その他の資産
合計

198,664 9.7 1,078,424 17.7 879,760

固定資産合計 235,877 11.6 1,217,704 19.9 781,827

資産合計 2,041,416 100.0 6,113,048 100.0 4,071,632
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前事業年度
（平成17年９月30日）

当事業年度
（平成18年９月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

負債の部  

Ⅰ　流動負債  

１　買掛金 31,630 18,306  

２　１年内返済予定長
期借入金

－ －  

３　未払金 9,943 88,690  

４　未払費用 － －  

５　未払法人税等 6,032 12,576  

６　未払消費税等 － 3,449  

７　前受金 385 107  

８　預り金 858 1,081  

９　賞与引当金 3,445 2,844  

流動負債合計 52,294 2.5 127,055 2.1 74,761

Ⅱ　固定負債  

１　長期借入金 － －  

２　退職給付引当金 9,496 10,640  

固定負債合計 9,496 0.5 10,640 0.2 1,144

負債合計 61,791 3.0 137,696 2.3 75,905

資本の部  

Ⅰ　資本金 ※１ 1,700,000 83.3 －  △170,000

Ⅱ　資本剰余金       

 １ 資本準備金  －   －    

 ２ その他資本剰余金
　　資本金減少差益

 46,721   －    

  資本剰余金合計  46,721 2.3 －  △46,721

Ⅲ　利益剰余金  

１　当期未処分利益又
は当期未処理損失
（△）

109,658 －  

利益剰余金合計 109,658 5.4 －  △109,658

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

123,530 6.0 －  △123,530

Ⅴ　自己株式 ※２ △284 △0.0 －  284

Ⅵ　新株予約権  －  －   

資本合計 1,979,625 97.0 －  △1,979,625

負債資本合計 2,041,416 100.0 － － △2,041,416
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前事業年度
（平成17年９月30日）

当事業年度
（平成18年９月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   －   3,926,000 64.2 3,926,000

２．資本剰余金   －   2,272,721 37.2 2,272,721

３．利益剰余金   －   117,552 1.9 117,552

４．自己株式   －   △445 △0.0 △445

株主資本合計   －   6,315,828 103.3 6,315,828

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評
価差額金

－   △358,475    

評価・換算差額等合
計

 －   △358,475 5.9 △358,475

Ⅲ　新株予約権        

　１．新株予約権 －   18,000    

　　新株予約権合計  －   18,000 0.3 18,000

純資産合計  －   5,975,352 97.7 5,975,352

負債純資産合計  －   6,113,048 100.0 6,113,048
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(2）損益計算書

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高 ※１  

１　商品売上高 530,801 2,575,102  

２　営業投資有価証券売
上高

523,270 356,546  

３　貸付金利息 439 1,054,512 100.0 49,286 2,980,935 100.0 1,926,423

Ⅱ　売上原価  

１　商品期首たな卸高 526,953 588,897  

２　当期商品仕入高 496,882 1,883,552  

合計 1,023,835 2,472,449  

３　他勘定振替高 ※２ 3,716 2,791  

４　商品期末たな卸高 588,897 431,221 374,683 2,094,975  

５　営業投資有価証券売
上原価

414,596 345,692  

売上原価合計 845,817 80.2 2,440,667 81.9 1,594,850

売上総利益 208,695 19.8 540,267 18.1 331,572

Ⅲ　販売費及び一般管理費  

１　販売促進費 5,776 9,047  

２　広告宣伝費 24,003 1,519  

３　旅費交通費 12,297 20,827  

４　貸倒引当金繰入額 1,000 －  

５　給与手当 108,446 73,718  

６　賞与引当金繰入額 3,445 2,844  

７　退職給付費用 1,200 1,683  

８　賃借料 42,726 28,209  

９　支払手数料 53,753 158,403  

10　減価償却費 7,478 6,529  

11　その他 50,731 310,859 29.5 145,842 448,625 15.0 137,766

営業利益（△損失） △102,164 △9.7 91,641 3.1 193,805
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前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅳ　営業外収益  

１　受取利息 1 49  

２　受取配当金 232 193  

３　為替差益 397 374  

４　販売促進費補填収入
　　

2,529 －  

５　雑収入 123 3,284 0.3 2,382 2,998 0.1 △285

Ⅴ　営業外費用  

１　支払利息割引料 － 127  

２　為替差損 － 9,940  

３　新株発行費 － 74,215  

４　雑損失 － － － 200 84,483 2.9 84,483

経常利益（△損失） △98,880 △9.4 10,156 0.3 109,036

Ⅵ　特別利益  

１　固定資産売却益 752 197  

２　債務免除益　　 208,466 －  

３　賞与引当金戻入益 270 209,489 19.9 － 197 0.0 △209,292

Ⅶ　特別損失  

１　商品評価損  － －  1,250 1,250 0.0 1,250

税引前当期純利益 110,608 10.5 9,103 0.3 101,505

法人税、住民税及び
事業税

950 0.1 1,210 0.0 260

当期純利益 109,658 10.4 7,893 0.3 △101,765

前期繰越利益 △6,526,775   

資本金の減少による
繰越損失填補額

6,526,775   

当期未処分利益 109,658   
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(3）キャッシュ・フロー計算書

前事業年度
（自　平成16年10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

税引前当期純利益 110,608

減価償却費 7,478

貸倒引当金の増加額 1,000

賞与引当金の増加額 
（△減少額）

△609

退職給付引当金の増加額
（△減少額）

924

受取利息及び受取配当金 △234

債務免除益 △208,466

固定資産売却損 －

 固定資産売却益 △752

投資有価証券評価損 －

売上債権の増加額 △55,105

たな卸資産の減少額 
（△増加額）

△61,944

営業投資有価証券の減少
額
（△増加額）

△32,381

営業出資金の減少額
（△増加額）

△130,000

営業貸付金の減少額
（△増加額）

△14,623

未収入金の増加額
（△減少額）

644,593

その他の資産の増加額 △7,816

仕入債務の増加額
（△減少額）

△21,366

未払金の増加額
（△減少額）

△8,061

その他の負債の増加額
（△減少額）

△8,963

小計 214,280

利息及び配当金の受取額 234

法人税等の納付額 △1,210

営業活動によるキャッシュ・
フロー

213,304
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前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・
フロー

定期預金の預入による支出 △10,000

 有形固定資産の取得によ
る支出

△1,100

有形固定資産の売却による
収入

1,619

 無形固定資産の売却によ
る収入

－

 投資有価証券の取得 －

敷金保証金の支払いによる
支出

－

 敷金保証金の回収による
収入

9,870

 破産債権更生債権の増加 △19,600

投資活動によるキャッシュ・
フロー

△19,210

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

借入金の返済による支出 △143,000

自己株式の取得による減少 △103

財務活動によるキャッシュ・
フロー

△143,103

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額 50,989

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残
高

126,643

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残
高

※ 177,632
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(4）利益処分案及び損失処理案

  　　利益処分計算書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

前事業年度 
株主総会承認日 

 （平成17年12月22日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益  109,658

Ⅱ　次期繰越利益 109,658
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(5）株主資本等変動計算書

当事業年度（自平成17年10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

繰越利益剰余金

平成17年9月30日　残高

（千円）
1,700,000  46,721 46,721 109,658 △284 1,856,095

事業年度中の変動額

新株の発行（千円） 2,226,000 2,226,000  2,226,000   4,452,000

当期純利益（千円）     7,893  7,893

自己株式の取得（千円）      △160 △160

株主資本以外の項目の事

業年度中の変動額（純

額）

（千円）

       

事業年度中の変動額合計

（千円）
2,226,000 2,226,000  2,226,000 7,893 △160 4,459,732

平成18年9月30日　残高

（千円）
3,926,000 2,226,000 46,721 2,272,721 117,552 △445 6,315,828

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17年9月30日　残高

（百万円）
123,530  1,979,658

事業年度中の変動額

新株の発行（百万円）   4,452,000

当期純利益（百万円）   7,893

自己株式の取得（百万円）   △160

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）

（百万円）

△482,005 18,000 △464,005

事業年度中の変動額合計

（百万円）
△482,005 18,000 3,995,727

平成18年9月30日　残高

（百万円）
△358,475 18,000 5,975,352
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

当社は、8期ぶりに当期純利益を計上したものの売上

高においては前期より大幅に減少いたしました。

当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義

が存在しております。

　当社は、当該状況を解消すべく代理店業務への業態転

換及び投資事業の多角化を行い、営業面での効率化及び

代理店業務への特化することにより売上高と利益率の向

上を図っております。

　また、今後業務展開に合わせた資金調達としての新株

予約権発行により資本の充実も図ってまいります。

今後は業務提携による新規ブランド等の取扱の拡大を

図ること直営店の多店舗営業展開及び新規事業領域の開

拓を行ってまいります。

上記の諸策により、売上高及び利益の増加を見込んで

おります。

財務諸表は、継続企業を前提として作成されており、

このような重要な疑義の影響を財務諸表には反映いたし

ておりません。

 ──────
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

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）

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）

時価のないもの

移動平均法に基づく原価法

時価のないもの

同左

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

商品

個別法に基づく原価法

商品

同左

３．固定資産の減価償却の方

法

有形固定資産

定率法

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

有形固定資産

定率法

 なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

建物 15年

車両運搬具 ６年

工具器具備品 ５～８年

建物 15年

工具器具備品 ５～８年

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）

に基づいております。

無形固定資産

同左

 

４．引当金の計上方法 貸倒引当金

　売掛債権等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。

貸倒引当金

同左

賞与引当金

　従業員の賞与の支払いに備えて、賞与支

給見込額の当期負担額を計上しております。

賞与引当金

同左

退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当期末

における退職給付債務及び年金資産の見込

額に基づき計上しております。

退職給付引当金

同左

５．重要な外貨建の資産又は負

債の本邦通貨への換算の基

準

　外貨建金銭債権債務は連結決算日の直

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

 

 

 

５．収益及び費用の計上基準 営業投資有価証券売上高及び売上原価

　営業投資有価証券売上高には、投資育成

目的の営業投資有価証券の売却高及び受取

配当金を計上し、同売上原価には、売却有

価証券帳簿価額、支払手数料及び評価損等

を計上しております。

営業投資有価証券売上高及び売上原価

同左
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項目
前事業年度

（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

６．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

７．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

容易に換金可能なものであり、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。

──────

８．その他財務諸表作成のた

めの重要な事項

投資事業組合等への出資金に係る会計処理

　投資事業組合等への出資金に係る会計処

理は、組合の事業年度の財務諸表に基づい

て、当社の出資持分割合に応じて計上して

おります。また、財務諸表が未作成の組合

への出資金については、流動資産の「営業

出資金」に計上しております。

投資事業組合等への出資金に係る会計処理

同左

金融収益を売上高、営業外収益に区分する

基準

　営業貸付金に係る受取利息は売上高に含

めておりますが、預金及び投資有価証券に

係る受取利息、受取配当金は営業外収益に

計上しております。

金融収益を売上高、営業外収益に区分する

基準

同左

消費税等の会計処理

　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

同左
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成　年　月　日
至　平成　年　月　日）

当事業年度
（自　平成　年　月　日
至　平成　年　月　日）

 ──────  （固定資産の減損に係る会計基準）

　当事業年度から、「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)）および「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会

　平成15年10月31日企業会計基準適用指針第６号）を適用

しています。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等）

（自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準

　等の一部改正）

（株主資本等変動計算書に関する会計基準等）

　当事業年度から「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）、

改正後の「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計

基準」（企業会計基準委員会最終改正平成17年12月27日　

企業会計基準第１号）及び「自己株式及び準備金の額の減

少等に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会

　最終改正平成17年12月27日　企業会計基準適用指針第２

号）並びに「株主資本等変動計算書に関する会計基準」（企

業会計基準委員会　平成17年12月27日　企業会計基準第６

号）及び「株主資本等変動計算書に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準委員会　平成17年12月27日　企業会

計基準適用指針第９号）を適用しています。

　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

5,957,352千円です。

　財務諸表等規則の改正により、当事業年度は、改正後

の財務諸表等規則により作成しています。

 ──────  （ストックオプション等に関する会計基準等）

　当事業年度から「ストックオプション等に関する会計基

準」（企業会計基準委員会　平成17年12月27日　企業会計

基準第８号）及び「ストックオプション等に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準委員会　平成17年12月27日

　企業会計基準適用指針第11号）を適用しています。

　これによる、損益に与える影響はありません

  

  

  

－ 14 －



注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成17年９月30日）

当事業年度
（平成18年９月30日）

※１　授権株式数　　　普通株式     660,000千株

発行済株式総数　普通株式        165,469千株

※１　授権株式数　　　普通株式         660,000千株

発行済株式総数　普通株式         285,469千株

※２　自己株式

当社の保有する自己株式の数は、普通株式8,711株

であります。

※２　自己株式

当社の保有する自己株式の数は、普通株式10,871株

であります。

 ３　商法施行規則第124条第3号に規定する資産に時価を

付したことにより増加した純資産は123,530千円であり

ます。

 

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成16年10月１日

至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

 ────── ※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

 関係会社への売上高　　　　　　　199,736千円

※２　他勘定振替高の内訳 ※ ２　他勘定振替高の内訳

販売費及び一般管理費振替高      3,716千円

合計 3,716千円

販売費及び一般管理費振替高      2,791千円

合計 2,791千円

  

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（平成17年９月30日）

※現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 187,632千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金

      △10,000千円

 現金及び現金同等物 177,632千円 

（株主資本等変動計算書関係）

 1.自己株式に関する事項

前期末株式数
（株）

当期増加株式数
（株）

当期減少株式数
（株）

当期末株式数
（株）

 

普通株式 8,711 2,160 － 10,871

 （変動事由の概要）

 　増加数の主な内訳は、次のとおりです。

 　端株の買取りによる増加 2,160株
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①　リース取引

 　　該当事項はありません。
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②　有価証券

１.売買目的有価証券

前事業年度
（自平成16年10月１日　至平成17年９月30日）

貸借対照表計上額 （千円）
当該事業年度の損益に含まれ
た評価差額（千円）

32,381 △6,469

２.その他有価証券で時価のあるもの

種類

前事業年度（平成17年９月30日）

取得原価
（千円）

貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）

貸借対照表計上額が取得原

価を超えているもの
その他 573,000 697,530 124,530

貸借対照表計上額が取得原

価を超えていないもの

 株式 － － －

 その他 － － －

３．前事業年度に売却したその他有価証券

該当事項はありません。

４．時価の評価されていない主な有価証券の内容

前事業年度（平成17年９月30日）

貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式（店頭売買株式を除く） 60,000

③　デリバティブ取引

第26期（自平成16年10月１日　至平成17年９月30日）及び 第27期（自平成17年10月１日　至平成18年９月30日）

　当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
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④　退職給付

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は、退職金規程に基づく退職一時金制度を採用しております。

２．退職給付債務及びその内訳

前事業年度
（平成17年９月30日）

当事業年度
（平成18年９月30日）

退職給付債務

退職給付引当金

（千円）

9,496

9,496

（千円）

10,640

10,640

　（注）　退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

３．退職給付費用の内訳

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

退職給付費用

勤務費用

（千円）

1,200

1,200

（千円）

1,659

1,659

⑤　税効果会計

前事業年度
（自　平成16年10月1日
至　平成17年9月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月1日
至　平成18年9月30日）

 １　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内

訳

 １　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内

訳

 （千円） 

繰越欠損金 765,966 

投資不動産評価損 559,483

貸倒引当金損金算入限度超過額 461,555

その他 6,848

繰延税金資産小計 1,793,852

評価性引当額 △1,793,852

 合計 －   

 （千円） 

繰越欠損金 760,315 

投資不動産評価損 559,621

その他有価証券評価差額金 145,899

貸倒引当金損金算入限度超過額 46,167

未払い事業税否認 4,626

その他 5,488

繰延税金資産小計 1,522,118

評価性引当額 △1,522,118

 繰延税金資産合計 0  

　 　

２  法定実効税率と税効果会計適用後の負担率との間に

必要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な

項目別の内訳  

２  法定実効税率と税効果会計適用後の負担率との間に

必要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な

項目別の内訳  

 （％） 

法定実効税率

（調整）

40.7 

交際費等永久に損金に算入されな

い項目

0.5

住民税均等割等 0.9

繰越欠損金 △41.2

その他 0.0

税効果会計適用後の法人税等負担

率 

 

0.9

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 （％） 

法定実効税率

（調整）

40.7 

交際費等永久に損金に算入されな

い項目

11.0

住民税均等割等 13.3

繰越欠損金 △51.7

その他 0

税効果会計適用後の法人税等負担

率 

 

13.3
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⑥　持分法損益等

第26期（自　平成16年10月1日　至　平成17年9月30日）及び第27期（自平成17年10月1日　至平成18年9月30日）

当社は持分法適用の関連会社を有しておりませんので該当事項はありません。

⑦　関連当事者との取引

第27期（自　平成17年10月1日　至　平成18年9月30日）

属性 氏名 住所

資本金
又は
出資金

（百万円）

事業の
内容又
は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関係内容
取引の
内容

取引金額
（千円）

科目
期末残高
（百万円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員 佐野智一 － －
当社監

査役

(被所有)

－

税理士法

人SANO
税務顧問

税務顧

問業務
1,200 － －

（注）１．当社監査役佐野智一が代表を務める税理士法人SANOとの取引は、当社グループに関する税務指導を受ける対価

として、平均的な税理士報酬額の月額20万円支払っております。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

１株当たり純資産額 11.96 円

１株当たり当期純利益金額 0.66 円

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額
0.65 円

 当社は、平成16年12月22日開催の定時株主総会に

おきまして、ストックオプションとしての新株予約

権(10,000千株)の発行決議を行っております。

１株当たり純資産額 20.93円

１株当たり当期純利益金額 0.03円

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額
0.02円

  当社は、平成17年11月11日に第三者割当新株予約

権(300,000千株）を発行及び平成17年12月22日開

催の定時株主総会におきまして、第２回ストック

オプションとしての新株予約権(10,000千株)の発

行決議を行っております。

　（注）　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり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。

前事業年度
(自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日)

当事業年度
(自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日)

１株当たり当期利益金額

当期純利益（千円） 109,658 7,893

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益 109,658 7,893

期中平均株式数（千株） 165,463 257,543

   

潜在株式調整後１株当たり当期利益金額   

普通株式増加数（千株） 2,131 75,686

（うち新株予約権） (2,131) (75,686)
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

　１．平成17年10月24日開催の取締役会におきまして第三

者割当による新株予約権の発行を次の内容(抜粋）で決議

いたしました。

１. 新株予約権発行の要領

(1) 新株予約権の名称 　株式会社なが多 第１回新株予

　　  約権

(2) 発行する新株予約権数     30,000個

   （新株予約権１個につき普通株式10,000株）

(3) 新株予約権の目的たる株式の種類及び数

 　当社普通株式と300,000,000株

(4) 新株予約権の発行価額

　  新株予約権１個につき 1,000円（1株につき0.1円）

(5) 新株予約権の発行価額の総額 30,000,000円 

(6) 新株予約権の割当先及びその数

①プレシオス　ホールディングス リミテッド  7,500個

②イーブンウィル アセッツ マネージメント

　リミテッド               　              7,500個

③ゲイブリル リージェント ストラテジック

　ファンド　リミテッド   　　　　　　　　　3,000個

④ マジェスティック インスピレーション グループ

　ホールディングス リミテッド  　　　　　　4,000個

⑤ パラマウント　センチュリー　ホールディング　

　リミテッド  　　　　　　　　　　 　 　　 4,000個

⑥ レジェンド オセアニア ジーエス ホールディング  

　リミテッド  　 　　　　　　　　 　　　　 4,000個

(7) 新株予約権の申込期間 平成17年11月９日から11日

(8) 新株予約権の払込期日 平成17年11月11日

(9) 新株予約権の行使に際して払込みをすべき額

  新株予約権１個につき370,000円（１株につき37円) 

 (10) 新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の総

　　　　　　　　　    額 11,100,000,000円

 (11) 新株予約権の行使により発行される株式の発行価

　　　　　　　　　　    額 １株につき37.1円

 (12) 新株予約権行使により発行する株式の発行価額の

　　　　　総額 11,130,000,000円

 (13) 資本金に組み入れる額

　　　発行額に0.5を乗じた金額

 (14) 調達資金の使途

　発行価額の総額11,130百万円から発行諸費用の概算額

200百万円を差し引き、新規ブランド拡大資金、多店舗展

開資金として7,000百万円、投資事業拡大事業資金として

3,000百万円及び事業運転資金及び内部留保資金930百万

円を充当予定。

 (15) 新株予約権の行使期間

　　平成17年11月14日から平成20年11月13日までとす

る。

 (16) 新株予約権の譲渡制限

 　各新株予約権を譲渡する場合は、当社取締役会の承認

を受けるものとする。

　──────
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前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

 　(17) 募集の方法      

      第三者割当の方法による。
　 ──────

 ２．平成17年12月22日開催の第26期定時株主総会におきま

して、ストックオプションとして第２回新株予約権の発

行を次のとおり決議いたしました。

　1.　株主以外の者に対して特に有利な条件をもって新

株予約権を発行することを必要とする理由

当社取締役および経営戦略上重要な支援者（法人・個人）

の業績向上に対する意欲や士気を高めること、企業価値

の更なる増大や経営参画意識を高めること、当社に対す

る協力体制を構築し安定株主として貢献してもらうこと

を目的として、ストックオプションの目的で当社取締役

および経営戦略上重要な支援者（法人・個人）に対し、

新株予約権を無償で発行する。

　なお、ストックオプションの目的で発行することから、

下記要領に記載のとおり新株予約権については無償発行

し、新株予約権行使時に払込をすべき金額は、本取締役

会決議日（平成17年11月24日）の前日より過去6ヶ月の各

日（取引が成立しない日を除く）におけるジャスダック

証券取引所における当社普通株式の終値の平均値（円未

満切り上げ）とする。

2. 新株予約権の発行要領

(1)新株予約権の割当を受ける者

　　当社取締役および経営戦略上重要な支援者（法人・

　　  　個人）

(2)新株予約権の目的たる株式の種類および数

　　当社普通株式 10,000,000株を上限とする。

　なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式

併合を行う場合は、新株予約権の目的たる株式の数は次

の計算式により調整されるものとする。

　　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数のみ

行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数は切り捨てるも

のとする。

 

調整後

株式数
＝
調整前

株式数
× 株式分割または併合の比率 

  

 　さらに、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、合理的な範囲で株式数の調整を行うも

のとする。

(3)発行する新株予約権の総数　　

　10,000個（新株予約権1個あたりの目的となる株式数

1,000株）を上限とする。ただし(2)に定める調整に服す

る）

(4)新株予約権の発行価額　　　　無償

(5)新株予約権行使時に払込をすべき金額

　新株予約権1個につき51,000円（1株につき51円）　
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前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

 　なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併

合を行う場合は、次の計算式により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

払込金額
×

１

株式分割または併合の比率 

  

  　また、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、次の計算式により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。

既発行
株式数

＋

新発行・
処分株式数

×
１株当たりの
発行・
処分価額

調整後
転換価額

＝
調整前
転換価額

×

時価

既発行株式数＋新発行・処分株式数

 　 上記の計算式において、「既発行株式数」とは当社発

行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」

を「自己株式の処分」、「1株当たりの払込価額」を「1

株当たりの処分価額」に、と読み替えるものとする。さ

らに、新株予約権発行後、組織再編その他払込価額の調

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、合理的な範囲で払込価額の調整を行う

ものとする。

(6)新株予約権の権利行使期間

　　平成18年4月1日から平成23年3月31日まで

(7)新株予約権行使の条件

① 取締役として新株予約権の割当を受けた者は、権利行

使時においても、当社または当社関連会社の取締役、監

査役もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、

任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある

場合にはこの限りでないものとし、その詳細は③に規定

する新株予約権割当契約に定める条件による。

② 各新株予約権の行使にあたって一部行使はできな

い。

③ その他の条件については、株主総会および取締役会決

議に基づき、当社と対象者の間で締結する新株予約権割

当契約に定めるところによる。

(8)新株予約権の消却事由および条件

　当社はいつでも新株予約権を無償で取得し、これを消

却することができる。

(9)新株予約権の譲渡制限

　新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を

要するものとする。

(10)新株予約権証券の発行

　当社は、新株予約権者の請求のあるときに限り、新株

予約権証券を発行する。
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前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

 (11)株式の発行価額中、資本に組入れない額

　新株予約権行使により発行された新株の発行価額は(5)

に定める各新株予約権の行使に際して払込をなすべき金

額（ただし、(5)の定めにより調整された場合は調整後の

額）の1株当たりの金額とし、新株発行価額中資本に組入

れない額は、当該発行価額の2分の1の額とする。ただし、

計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切

り捨てる。

3. 新株予約権の発行価額および新株予約権の行使に際し

て払込をなすべき価額の算定理由

　ストックオプションの目的で新株予約権を発行するこ

とから、新株予約権の発行価額は無償とし、1株当たりの

払込価額は、本新株予約権発行の決議を行った取締役会

開催日（平成17年11月24日）前日より過去6ヶ月の各日

（取引が成立しない日を除く）におけるジャスダック証

券取引所における当社普通株式の終値の平均値とし、1円

未満の端数を切り上げた金額（51円）とする。

 ──────
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