
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） 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）   △0円77銭 

３．配当状況 

※ 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。 

平成19年3月期 個別中間財務諸表の概要 
平成18年11月22日 

上場会社名 株式会社サハダイヤモンド 上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ 

コード番号  ９８９８ 本社所在都道府県 東京都 

(URL http://www.sakha.co.jp/) 

代表者 役職名  代表取締役社長 

  氏名  今野 康裕 

問合せ先責任者 役職名  取締役管理部長 

  氏名  大見 信夫 ＴＥＬ  （03）3846－2061 

決算取締役会開催日 平成18年11月22日 配当支払開始日 平成－年－月－日 

単元株制度採用の有無 有（１単元 1,000株）     

(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 1,715 △20.3 △316  ―  △292  ―  

17年9月中間期 2,152  57.3 △157  ―  △85  ―  

18年3月期 4,188  △342  △213  

 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 △735  ―  △0 75

17年9月中間期 △89  ―  △0 11

18年3月期 △585  △0 66

（注）①期中平均株式数 18年9月中間期    972,646,754株 17年9月中間期 807,303,055株 18年3月期  883,595,122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 9,010 7,286 80.9 7 49

17年9月中間期 8,118 7,777 95.8 8 28

18年3月期 8,400 8,018 95.4 8 24

（注）①期末発行済株式数 18年9月中間期 972,646,660株 17年9月中間期 938,647,060株 18年3月期  972,646,860株

②期末自己株式数 18年9月中間期 11,224株 17年9月中間期 10,824株 18年3月期 11,024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 経常利益 当期純利益 

    百万円  百万円  百万円

通 期 3,300   △300   △750   

・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 － － －

18年3月期（実績） － － －

18年3月期（予想） － － －
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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（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１ 現金及び預金   3,410   1,058   1,822  

２ 受取手形    191   1   111  

３ 売掛金   624   797   593  

４ たな卸資産    1,548   3,531   2,869  

５ 関係会社短期
貸付金   351   191   331  

６ その他 ※３  450   415   587  

貸倒引当金   △23   △298   △21  

流動資産合計   6,553 80.7  5,697 63.2  6,294 74.9 

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産           

 （1）建物及び
構築物  

※１  217   204   211  

（2）土地   366   366   366  

（3）その他 ※１  58   102   59  

計   641   673   637  

２ 無形固定資産   3   12   3  

３ 投資その他の
資産           

(1）投資有価証
券   22   1,490   537  

(2）関係会社株
式   77   77   77  

(3）関係会社長
期貸付金   342   568   355  

(4）破産債権、
再生債権、
更生債権そ
の他これら
に準ずる債
権等 

  368   652   676  

(5）その他 ※２  477   557   494  

貸倒引当金   △368   △718   △674  

計   919    2,628  1,465 

固定資産合計   1,564 19.3  3,313 36.8  2,106 25.1 

資産合計   8,118 100.0  9,010 100.0  8,400 100.0 
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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（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１ 買掛金   228   391   264  

２ 賞与引当金   5   7   6  

３ その他    105   321   106  

流動負債合計   339 4.2  720 8.0  376 4.5 

Ⅱ 固定負債           

 １ 社債   －   1,000   －  

２ その他   1   3   5  

固定負債合計   1 0.0  1,003 11.1  5 0.1 

負債合計   340 4.2  1,724 19.1  382 4.6 

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   5,774 71.1  － －  6,150 73.2 

Ⅱ 資本剰余金           

１ 資本準備金   1,681   －   2,035  

２ その他資本剰
余金    411   －   411  

資本剰余金合計   2,092 25.8  － －  2,447 29.1 

Ⅲ 利益剰余金           

１ 中間（当期）
未処理損失   89   －   585  

利益剰余金合計   △89 △1.1  － －  △585 △7.0 

Ⅳ その他有価証券
評価差額金   0 0.0  － －  6 0.1 

Ⅴ 自己株式   △0 △0.0  － －  △0 △0.0 

資本合計   7,777 95.8  － －  8,018 95.4 

負債資本合計   8,118 100.0  － －  8,400 100.0 
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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（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１ 資本金   － －  6,150 68.3  － －

２ 資本剰余金           

（1）資本準備金  －   1,862   －   

資本剰余金合計   － －  1,862 20.7  － －

３ 利益剰余金           

（1）その他利益
剰余金           

繰越利益剰余
金   －   △735   －   

利益剰余金合計   － －  △735 △8.2  － －

４ 自己株式   － －  △0 △0.0  － －

株主資本合計    － －  7,276 80.8  － －

Ⅱ 評価・換算差額
等           

１ その他有価証
券評価差額金   － －  1 0.0  － －

評価・換算差額
等合計   － －  1 0.0  － －

Ⅲ 新株予約権   － －  8 0.1  － －

 純資産合計   － －  7,286 80.9  － －

負債純資産合
計    － －  9,010 100.0  － －
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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（百万円） 
百分比 
（％） 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   2,152 100.0  1,715 100.0  4,188 100.0 

Ⅱ 売上原価   1,880 87.4  1,493 87.1  3,580 85.5 

売上総利益   272 12.6  222 12.9  607 14.5 

Ⅲ 販売費及び一般
管理費 

※１  429 20.0  539 31.4  950 22.7 

営業損失   157 △7.4  316 △18.5  342 △8.2 

Ⅳ 営業外収益 ※２  79 3.7  27 1.6  137 3.3 

Ⅴ 営業外費用 ※３  6 0.3  3 0.2  8 0.2 

経常損失   85 △4.0  292 △17.1  213 △5.1 

Ⅵ 特別利益 ※４  - -  3 0.2  10 0.2 

Ⅶ 特別損失 ※５  3 0.1  442 25.7  378 9.0 

税引前中間
（当期）純損
失 

  88 △4.1  731 △42.6  582 △13.9 

法人税、住民
税及び事業税    1 0.1   3 0.2   3 0.1 

中間（当期）
純損失   89 △4.2  735 △42.8  585 △14.0 

前期繰越損失   -   -   7,309  

減資による繰
越損失填補
額  

  -   -   7,309  

中間(当期)未
処理損失   89   -   585  
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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 

その他資本
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 

（百万円） 
6,150 2,035 411 2,447 △585 △585 △0 8,011 

中間会計期間中の変動額         

準備金から剰余金への振替   △173   △173 173 173   －  

剰余金の内訳科目間の振替     △411 △411 411 411   －  

中間純損失         △735 △735   △735 

自己株式の取得             △0 △0 

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 

（百万円） 
－  △173 △411 △585 △149 △149 △0 △735 

平成18年９月30日 残高 

（百万円） 
6,150 1,862 －  1,862 △735 △735 △0 7,276 

 

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 

評価・換算差額等合計 

平成18年３月31日 残高 

（百万円） 
6 6 12 8,031 

中間会計期間中の変動額     

準備金から剰余金への振替       －  

剰余金の内訳科目間の振替       －  

中間純損失       △735 

自己株式の取得       △0 

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額） 
△5 △5 △4 △9 

中間会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
△5 △5 △4 △744 

平成18年９月30日 残高 

（百万円） 
1 1 8 7,286 
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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 

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．資産の評価基準及び評価方法 １．資産の評価基準及び評価方法 

(1）有価証券 (1）有価証券 (1）有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式 

 移動平均法による原価法  同左  同左 

その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

時価のあるもの 時価のあるもの 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

は部分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） 

同左  決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額

は部分資本直入法により

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 時価のないもの 時価のないもの 

 移動平均法による原価法  同左  同左 

(2）たな卸資産 (2）たな卸資産 (2）たな卸資産 

商品 商品 商品 

ダイヤの一部 

個別法による原価法 

  同左   同左 

その他の商品 

移動平均法による原価法 

  

２．固定資産の減価償却の方法 ２．固定資産の減価償却の方法 ２．固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (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

（附属設備を除く）について

は定額法）を採用しておりま

す。 

 なお、主な耐用年数は次の

とおりであります。 

 建物及び構築物 10～65年 

同左  同左 

(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。 

 （3）長期前払費用 

 定額法を採用しております。 

(2）無形固定資産 

     同左 

  

  

  

  

 （3）長期前払費用 

同左 

(2）無形固定資産 

     同左 

  

  

  

  

 （3）長期前払費用 

同左 

３．繰延資産の処理方法 ３．繰延資産の処理方法 ３．繰延資産の処理方法 

(1）新株発行費 (1）新株発行費 (1）新株発行費 

   支出時に全額費用として処理

しております。  

──────―    支出時に全額費用として処理

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．引当金の計上基準 ４．引当金の計上基準 ４．引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒

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

性を検討し、回収不能見込額

を計上しております。 

同左 同左 

(2）賞与引当金 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備え

るため、個別に計算した支給

見込額を計上しております。 

同左 同左 

５．リース取引の処理方法 ５．リース取引の処理方法 ５．リース取引の処理方法 

──────― ──────― ──────― 

６．その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

６．その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

６．その他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方法  消費税等の会計処理方法 

 税抜方式によっております。 同左 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） 

 当期より、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。 

───── ─────  （家賃収入） 

 従来、家賃収入は営業外収益として

処理しておりましたが、投資不動産の

取得等近年その増加傾向が見られるこ

とを契機として、当下半期より家賃収

入については売上高に含めて処理する

ことに変更いたしました。これは、投

資不動産の取得に伴い、当該収入が重

要性を増していることから、区分損益

をより適切に表示するために行ったも

のであります。当該変更により、売上

高は前期と比し20百万円増加し、営業

損失及び営業外収益はそれぞれ同額減

少しておりますが、経常損失及び税引

前当期純損失への影響はありません。

 なお、当中間会計期間末以降において

当該収入の重要性が増したため、当中

間会計期間は、従来の方法によってお

ります。したがって当中間会計期間

は、変更後の方法によった場合に比べ

て、売上高は６百万円少なく、営業損

失及び営業外収益はそれぞれ同額多く

計上されておりますが、経常損失及び

税引前当期純損失への影響はありませ

ん。  
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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） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

───── （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7,278百万円でありま

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。 

───── 

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） 

 前中間期まで区分掲記をしておりました「短期貸付

金」（当中間期末20百万円）は当中間期末において資産

の総額の100分の５以下となったので、流動資産の「その

他」に含めて表示することとしました。 

 前中間期まで区分掲記をしておりました「未収入金」

（当中間期末81百万円）は当中間期末において資産の総

額の100分の５以下となったので、流動資産の「その他」

に含めて表示することとしました。 

（中間貸借対照表） 

───── 

- 38 -



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

（中間損益計算書関係） 

項目 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 

51百万円 85百万円 37百万円

※２．投資その他の資産の減

価償却累計額 

－百万円 1百万円 1百万円

※３．消費税等の取扱い  税抜方式によっておりま

す。なお、仮払消費税等及

び仮受消費税等は相殺のう

え、流動資産の「その他」

に含めて表示しておりま

す。 

     同 左      同 左 

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．減価償却実施額    

有形固定資産 13 百万円 9 百万円 15 百万円

無形固定資産 0 百万円 ― 百万円 0 百万円

※２．営業外収益のうち主要

なもの 

   

受取利息 2 百万円 3 百万円 5 百万円

受取配当金 0  百万円 2  百万円 0  百万円

為替差益  66  百万円 15  百万円 124  百万円

※３．営業外費用のうち主要

なもの 

   

 支払利息 ― 百万円 3 百万円 ― 百万円

新株発行費 6 百万円 ― 百万円 8 百万円

※４．特別利益のうち主要な

もの 
   

貸倒引当金戻入益 ― 百万円 1 百万円 0 百万円

投資有価証券売却益 ― 百万円 2 百万円 9 百万円

※５．特別損失のうち主要な

もの 
   

貸倒引当金繰入額 3 百万円 352 百万円 351 百万円

投資有価証券売却損 ― 百万円 ― 百万円 2 百万円

投資有価証券評価

損  ―  百万円 89  百万円 23  百万円
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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 

 （注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

２．上記のほか株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が１千株あります。 

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）及び前事業年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 当社はリース取引を利用していないため、該当事項はありません。 

② 有価証券 

 前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても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。 

（１株当たり情報） 

（注）１株当たり中間（当期）純損失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  （注） 11 0 ― 11 

合計 11 0 ― 11 

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 8 円28銭 

１株当たり中間純損失

金額 

0 円11銭 

１株当たり純資産額 7 円49銭 

１株当たり中間純損失

金額 

0 円75銭 

１株当たり純資産額 8 円24銭 

１株当たり当期純損失

金額 

0 円66銭 

 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、潜在株式

は存在するものの１株当たり中間純

損失であるため記載しておりませ

ん。  

        同左  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、潜在株式

は存在するものの１株当たり当期純

損失であるため記載しておりませ

ん。 

 
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（当期）純損失（百

万円） 
89 735 585 

普通株主に帰属しない金

額（百万円） 
－ － － 

普通株式に係る中間（当

期）純損失（百万円） 
89 735 585 

期中平均株式数（千株） 807,303 972,657 883,595 

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 

第2回新株予約権1種類（新

株予約権の数25個）及び第3

回新株予約権1種類（新株予

約権の数135個）なお、第２

回及び第３回とも新株予約

権の１個あたり発行する株

式数は、100万株でありま

す。 

第２回新株予約権１種類

（新株予約権の数15個）及

び第３回新株予約権１種類

（新株予約権の数75個）。

なお、第２回及び第３回と

も新株予約権の１個当たり

の発行する株式数は、100万

株であります。 

第２回新株予約権１種類

（新株予約権の数15個）及

び第３回新株予約権１種類

（新株予約権の数111個）。

なお、第２回及び第３回と

も新株予約権の１個当たり

の発行する株式数は、100万

株であります。 
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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） 

   当中間会計期間終了後、平成17年10月１日から平成17年10月31日までに、第３回新株予約権の行使が行なわ

れました。 

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） 

   当中間会計期間終了後、平成18年10月５日開催の取締役会決議を経て、平成18年10月24日付けで第三者割当

による募集株式の払込発行が行なわれました。 

       募集株式の概要 

         募 集 株 式 数         普通株式 200,000,000株 

         払 込 金 額         １株につき 18円 

         払込金額の総額         3,600百万円  （注）１ 

         資本金組入れ額         １株につき ９円 

         資本金組入れ額の総額      1,800百万円  （注）１ 

         払 込 期 日         平成18年10月24日 

         割当先及び割当株式数      株式会社サハ資源開発事業団 200,000,000株  （注）１   

      （注）１．上記ファイナンス概要中、該当項目については、払込発行時に下記の様に変更されております。 

         払込金額の総額         900百万円   

         資本金組入れ額の総額      450百万円   

         割当先及び割当株式数      株式会社サハ資源開発事業団 50,000,000株     

   当中間会計期間終了後、平成18年10月５日開催の取締役会決議を経て、平成18年10月24日付けで第三者割当

による第４回新株予約権の払込発行が行なわれました。 

       新株予約権の概要 

         新株予約権の名称        株式会社サハダイヤモンド第４回新株予約権 

         新株予約権の総数        300個（１個あたりの目的である普通株式の数 １百万株） 

         払  込 金 額              新株予約権１個あたり 120,000円 

         払込金額の総額         36百万円 

         割当日及び払込期日       平成18年10月24日 

         割当先及び割当個数       株式会社サハ資源開発事業団   260個 

                         グリーン・キャピタル株式会社  40個  (注)１  

         新株予約権の行使期間      平成18年10月25日から平成21年10月31日まで 

         新株予約権行使による払込金額  １株につき20円 

         株式の種類及び数        普通株式 300,000,000株 

      （注）１．上記ファイナンス概要中、該当項目については、平成18年10月25日付で割当先の申出により、同

日付 開催の取締役会決議を経て、所有する全部が下記新割当先へ譲渡されております。 

         割当先及び割当先個数      シー・エフ・アイ株式会社  40個 

      当中間会計期間終了後、平成18年10月５日開催の取締役会決議を経て、平成18年10月24日付けで第１回無担

保転換社債型新株予約権付社債の繰上げ償還を行っております。 

         繰上償還額     ： 1,000百万円 

         償還後残存額面総額 ： ０円 

      当中間会計期間終了後、平成18年10月５日開催の取締役会決議を経て、平成18年10月24日付けで第３回新株

予約権の取得・消却を行っております。 

         取得・消却する新株予約権の数  ： 75個（75百万株） 

         消却後に残存する新株予約権の数 ： ０個 

前事業年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

  該当事項はございません。  

年月日 
発行する株式の種

類及び数 
発行価額 発行総額 

発行価額のうち資

本へ組み入れる額 
資金使途 

平成17年10月  第３回 普通株式24百万株 27 円 648百万円 336百万円 運転資金 
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