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平成１8年９月期 個別財務諸表の概要 平成18年11月24日

 

上場会社名 株式会社サンライズ・テクノロジー 上場取引所（所属部） 大阪証券取引所（ヘラクレス市場） 

コード番号   ４８３０ 

（URL  http://www.sr-t.co.jp/ir/index.html ） 

本社所在都道府県 東京都 

代 表 者 役職名 代表取締役社長 梶本 誓  

問合せ先責任者 役職名 取締役管理本部長 本間 昭 TEL（03）5820-1351 

決算取締役会開催日 平成18年11月24日 中間配当制度の有無  有 

定時株主総会開催日 平成18年12月26日 単元株制度採用の有無 有（1単元 10株） 

１．18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 （百万円未満切り捨て）

 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 

17年９月期 

  2,341 

  2,191 

 (6.8) 

(64.6) 

      597 

    740 

 (△19.3)

－ 

442 

322 

(37.5) 

－ 

     

 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 

17年９月期 

1,223 

706 

（73.2） 

－ 

  16.50 

  28.20 

  16.44 

  28.08 

   ％ 

17.3 

24.4 

％ 

5.1 

5.3 

％

 18.9

14.7

（注）１．期中平均株式数  18年9月期 74,104,814株   17年9月期 25,038,050株 

   ２．会計処理の方法の変更    有 

   ３．売上高、営業利益、経常利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 

(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月期 

17年９月期 

10,732  

6,668 

 

 

9,293

4,830

 

 

86.4

72.4

90 

79 

53 

01 

（注）１．期末発行済株式数  18年9月期 102,654,034株  17年9月期 61,140,469株 

   １．期末自己株式数   18年9月期         682株  17年9月期         437株 

 

２．18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 1,500 30 30 

通   期 3,500 200 800 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）7円79銭 

 

３．配当状況 

・現金配当 一株当たり配当金（円） 

 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間 

配当金総額 

(百万円) 

配当性向 

(%) 

純資産 

配当率(%)

  18年9月期 － － － 2.00 － 2.00 205 12.1 2.4

  17年9月期 － － － 3.00 － 3.00 183 10.6 6.6

19年9月期（予想） 未定 未定 未定 未定 未定 未定   

 

 

 

※上記の業績予想は、現時点での入手可能な情報による判断および仮定に基づき算定しており、リスクや不確定要素の

変動および経済情勢等の変化により、実際業績は、本資料における見通しと大きく異なる可能性があることをご承知お

き下さい。 
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１【財務諸表等】 

（1）【財務諸表】 

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） 

区分 
注記
番号 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 ※1 34,695  65,495

２．売掛金 ※2 971,423  484,160

３．商品  165,915  296,450

４．仕掛品  13,116  12,375

５．前渡金  220  257

６．前払費用  114,584  95,242

７．短期貸付金 ※2 655,228  737,912

８. 未収入金 ※2 171,805  1,311,373

９．未収収益  2,772  34,745

10．立替金  99,269  108,530

11.繰延税金資産  －  11,581

12．その他  8,826  34,598

貸倒引当金  △ 11,283  △ 13,972

流動資産合計  2,226,574 33.4  3,178,751 29.6
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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） 

区分 
注記
番号 金額（千円） 

構成比
（％） 金額（千円） 

構成比
（％）

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産   

(1) 建物 ※1 107,554 288,513 

    減価償却累計額  △9,446 98,108 △9,944 278,569

(2) 構築物  － 20,368 

    減価償却累計額  － － △781 19,586

(3) 機械及び装置  1,982 1,982 

    減価償却累計額  △1,755 227 △1,829 153

(4) 工具器具備品  38,823 40,350 

    減価償却累計額  △33,184 5,639 △35,253 5,097

(5) 土地 ※1 74,081  1,593,649

  有形固定資産合計  178,055 2.7  1,897,056 17.7

２．無形固定資産   

(1) 営業権  3,600  －

(2) のれん  －  17,120

(3) ソフトウェア  49,939  1,198,720

(4) ソフトウェア仮勘定  30,000  167,444

(5) 電話加入権  8,356  8,356

  無形固定資産合計  91,895 1.4  1,391,640 13.0

３．投資その他の資産   

(1) 投資有価証券 ※1 86,136  49,230

(2) 関係会社株式 ※1 3,882,925  3,879,433

(3) 破産債権、再生債権、
更生債権、その他これ
らに準ずる債権 

※2 42,417  23,760

(4) 長期前払費用  101,861  4,372

(5) 差入保証金  89,884  73,105

(6) 繰延税金資産  －  244,699

(7)その他  353  17,419

    貸倒引当金  △31,223  △26,622

  投資その他の資産合計  4,172,355 62.5  4,265,399 39.7

  固定資産合計  4,442,307 66.6  7,554,096 70.4

資産合計  6,668,881 100.0  10,732,847 100.0
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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） 

区分 
注記
番号 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 ※2  53,853  147,788 

２．短期借入金 ※1  1,122,554  26,000 

３．１年以内返済予定長期 
借入金 

※1  19,742  166,500 

４．未払金 ※2  399,318  638,900 

５．未払費用   40,113  34,403 

６．未払法人税等   10,751  21,702 

７．未払消費税等   31,885  － 

８．前受金   2,579  4,255 

９．預り金   41,415  51,079 

10. 仮受金   468  468 

11．その他   －  11,530 

流動負債合計   1,722,682 25.9  1,102,627 10.3

Ⅱ 固定負債     

１．社債   10,000  10,000 

２．長期借入金 ※1  60,161  288,500 

３．退職給付引当金   44,858  38,370 

４．その他   384  － 

固定負債合計   115,404 1.7  336,870 3.1

負債合計   1,838,086 27.6  1,439,498 13.4

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※4 1,955,018 29.3  － －

Ⅱ 資本剰余金    

資本準備金  1,355,018  － 

その他資本剰余金    

資本金及び資本準備金 
減少差益 

※5 813,524  － 

資本剰余金合計  2,168,542 32.5  － －

Ⅲ 利益剰余金    

当期未処分利益  706,074  － 

利益剰余金合計  706,074 10.6  － －

Ⅳ その他有価証券評価差額金  1,249 0.0  － －

Ⅴ 自己株式 ※6 △88 △0.0  － －

資本合計  4,830,795 72.4  － －

負債・資本合計  6,668,881 100.0  － －
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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) 

区分 
注記 

番号 
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 ※4 －  3,659,635

２．資本剰余金   

(1) 資本準備金  － 3,059,635 

(2) その他資本剰余金  － 813,524 

資本剰余金合計  －  3,873,160

３．利益剰余金   

その他利益剰余金  － － 

繰越利益剰余金  － 1,745,664 

利益剰余金合計  －  1,745,664

４．自己株式 ※6 －  △110

株主資本合計  － －  9,278,349 86.4

Ⅱ 新株予約権  － －  15,000 0.2

純資産合計  － －  9,293,349 86.6

負債純資産合計  － －  10,732,847 100.0
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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） 

区分 
注記
番号 金額（千円） 

百分比
（％） 金額（千円） 

百分比
（％）

Ⅰ 売上高 ※1  

１．ソフトウェア売上高  2,138,170 1,150,476 

２．商品売上高  － 3,631,163 

３．人材派遣売上高  － 202,137 

４．その他売上高  53,449 2,191,619 100.0 985,214 2,341,459 100.0

Ⅱ 売上原価   

１．ソフトウェア売上原価 ※13 987,829 786,082 

２．商品売上原価   

(1) 商品期首棚卸高  － 165,915 

(2) 当期商品仕入高 ※1 165,915 － 

合計  165,915 165,915 

(3) 他勘定振替高 ※2 － 16,657 

(4) 商品期末棚卸高  165,915 143,410 

商品売上原価  － 5,848 

３．人材派遣売上原価  － 169,125 

４．その他売上原価  16,574 134,920 

売上原価合計  1,004,403 45.8  1,095 976 46.8

売上総利益  1,187,216 54.2  1,245,483 53.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,3 446,332 20.4  647,636 27.7

営業利益  740,883 33.8  597,846 25.5
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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） 

区分 
注記
番号 金額（千円） 

百分比
（％） 金額（千円） 

百分比
（％）

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息 ※1 1,138 39,763 

２．受取配当金  613 1,221 

  ３．業務受託収入 ※1 28,100 － 

４．受入家賃収入  － 16,800 

  ５．その他  3,847 33,699 1.5 8,527 66,312 2.8

Ⅴ 営業外費用   

   １．支払利息  84,957 40,710 

   ２．新株発行費  109,454 64,246 

   ３．貸倒引当金繰入額  8,295 1,819 

４．営業外リース料  248,989 100,715 

   ５．その他  808 452,505 20.6 13,780 221,272 9.4

経常利益  322,077 14.7  442,886 18.9
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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） 

区分 
注記
番号 金額（千円） 

百分比
（％） 金額（千円） 

百分比
（％）

Ⅵ 特別利益   

  １．貸倒引当金戻入益  50,717 － 

  ２．固定資産売却益 ※4 － 751,901 

  ３．投資有価証券売却益  6,398 1,045 

４．債権譲渡益 ※5 231,000 － 

５．債務免除益 ※6 148,000 － 

６．子会社株式受入益  390,426 － 

７．違約金収入 ※1 150,000 － 

 ８．その他 ※7 109,462 1,086,005 49.6 23,300 776,246 33.2
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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） 

区分 
注記 
番号 金額（千円） 

百分比
（％） 金額（千円） 

百分比
（％）

Ⅶ 特別損失   

１．固定資産売却損 ※8 － 16,912 

２．固定資産除却損 ※9 48,138 － 

  ３．棚卸資産評価損  8,436 － 

４．棚卸資産廃棄損 ※10 － 34,309 

５．関係会社株式評価損  18,344 3,491 

６．投資有価証券売却損  3,263 9 

７．投資有価証券評価損  4,328 29,228 

８．退職給付会計適用に伴う 
変更時差異償却 

 28,851 － 

９．貸倒引当金繰入額  24,201 8,700 

10．株式併合費用  246,386 － 

11．財務委託費  82,000 － 

12．減損損失 ※11 － 117,381 

13．その他 ※12 232,877 696,827 31.8 38,292 248,326 10.6

税引前当期純利益  711,255 32.5  970,807 41.5

法人税、住民税及び事業税  5,180 4,076 

法人税等調整額  － 5,180 0.3 △256,281 △252,204 △10.7

当期純利益  706,074 32.2  1,223,011 52.2

 
前期繰越損失 

 22,440,925  －

資本準備金取崩しによる 
繰越損失填補額 

 3,471,497  －

減資による繰越損失填補額  18,969,428  －

当期未処分利益  706,074  －
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  ③【利益処分】 

利益処分計算書 

  
第16期 

株主総会承認日 
（平成17年12月27日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益  706,074

Ⅱ 利益処分額  

   配当金  183,421 183,421

Ⅲ 次期繰越利益  522,653
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④ 【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 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

平成17年９月30日残高(千円) 1,955,018 1,355,018 813,524 2,168,542 

事業年度中の変動額   

 新株の発行 1,704,617 1,704,617 1,704,617 

事業年度中の変動額合計(千円) 1,704,617 1,704,617 1,704,617 

平成18年９月30日残高(千円) 3,659,635 3,059,635 813,524 3,873,160 

 

株主資本 

利益剰余金   

その他利益 

剰余金 
自己株式 株主資本合計   

 

繰越利益剰余金

利益剰余金合計

 

平成17年９月30日残高(千円) 706,074 706,074 △88 4,829,546 

事業年度中の変動額  

 新株の発行 3,409,235 

 剰余金の配当 △183,421 △183,421 △183,421 

 当期純利益 1,223,011 1,223,011 1,223,011 

 自己株式の取得 △21 △21 

事業年度中の変動額合計(千円) 1,039,589 1,039,589 △21 4,448,803 

平成18年９月30日残高(千円) 1,745,664 1,745,664 △110 9,278,349 

 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

新株予約権 純資産合計 

平成17年９月30日残高(千円) 1,249 1,249 4,830,795 

事業年度中の変動額  

 新株の発行 3,409,235 

 剰余金の配当 △183,421 

 当期純利益 1,223,011 

 自己株式の取得 △21 

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) △1,249 △1,249 15,000 13,750 

事業年度中の変動額合計(千円) △1,249 △1,249 15,000 4,462,554 

平成18年９月30日残高(千円) 0 0 15,000 9,293,349 
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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） 

当社は前事業年度に引き続き営業キャッシュフローが

マイナスとなりました。また、一部の事業関係者から、

営業面での支援を受け、また運転資金の資金調達を図っ

ておりますが、現金及び預金の残高は前期に比して大幅

に減少しております。これらの状況により、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、当事業年度に322,077千円の経常利益を計上し

黒字化を達成することが出来ました。また、1,120,036千

円の第三者割当増資、2,050,000千円の新株予約権の権利

行使による新株式の発行により総額3,170,036千円の資本

増強を図ってまいりました。これらの資本増強により、

有利子負債は、短期借入金、１年以内返済予定長期借入

金、１年以内償還予定社債、長期借入金について、前事

業年度末から総額で1,323,424千円を圧縮することができ

ました。 

現状、なお1,202,458千円の借入金を有しておりこれら

債務の返済のための資金確保が、財務上の課題として

残っております。 

 当社は、この疑義を解消するために、本年10月よりス

タートした新事業年度におきましては「第17期新経営計

画」を策定し、システムソリューション事業の収益拡

大・向上とともに、派遣事業を立ち上げてまいります。

債権者、株主様等のご理解とご協力の下、継続的な経常

損益の黒字化達成に邁進してまいります。 

以上の資金調達への対応が継続して十分に行われな

かった場合には、当社の経営に重大な影響を与える場合

があります。 

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しており

ません。 

当社は前事業年度に引き続き、現金及び現金同等物の期

末残高が低水準で推移しております。 

また、一部の事業関係者より、営業面での支援、運転資

金の資金調達を図っております。また、1,323,794千円の

借入金、買掛金等を有しており、これら債務の返済のため

の資金確保が財務上の課題として残っております。 

これらの状況により、継続企業の前提に関する重要な疑

義が存在しています。当社は、この疑義を解消するため

に、当会計期間において、451,435千円の第三者割当増

資、2,957,800千円の新株予約権の権利行使により総額

3,409,235千円により資本増強を図ってまいりました。 

この結果、当会計期間において有利子負債は、短期借入

金、1年以内返済予定長期借入金、1年以内償還予定社債、

長期借入金について、前事業年度末より総額で721,458千

円を圧縮する事が出来、481,000千円となりました。 

事業面においては、「第18期経営計画」を策定し、シス

テムソリューション事業のテンプレート化による高品質か

つ短納期でのシステムの提供、生産性の向上、ヒューマン

リソース事業の更なる拡大、新たに取得したERPパッケー

ジソフト『ISS-PACK』の販売パートナーとのデリバリー

チャネルの拡大･拡販を目指してまいります。債権者、株

主等のご理解とご協力の下、継続的な期間損益の黒字化定

着に邁進してまいります。 

 

以上の対応が継続して十分に行われなかった場合には、

当社の経営に重大な影響を与える場合があります。 
 

 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しておりませ

ん。 
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財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

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 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

(2) その他有価証券 

時価のあるもの 

期末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、売却原価は主として移動平

均法により算定） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

同左 

(2) その他有価証券 

時価のあるもの 

期末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 

移動平均法による原価法 

２．デリバティブの評価方法 時価法 同左 

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1) 商品 

移動平均法による原価法 

(2) 仕掛品 

個別法による原価法 

(1) 商品 

同左 

(2) 仕掛品 

同左 

４．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。なお、

少額減価償却資産（取得価額が10万円

以上20万円未満の資産）については、

３年間均等償却。 

主な耐用年数は以下のとおりであり

ます。 

建物     ３年～18年 

機械及び装置 ５年～９年 

工具器具備品 ３年～６年 

(1) 有形固定資産 

定率法を採用しております。なお、

少額減価償却資産（取得価額が10万円

以上20万円未満の資産）については、

３年間均等償却。 

主な耐用年数は以下のとおりであり

ます。 

建物     ３年～40年 

構築物    ３年～44年 

機械及び装置 ５年～９年 

車両運搬具  ４年～６年 

工具器具備品 ３年～６年 

 (2) 無形固定資産 

市場販売目的のパッケージソフト

ウェアについては、見込販売可能期間

における見込販売数量に基づく償却額

と見込販売可能期間に基づく定額償却

額のいずれか大きい額により償却して

おります。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、それ以外の

無形固定資産については、定額法に

よっております。 

(2) 無形固定資産 

同左 

 (3) 長期前払費用 

定額法 

(3) 長期前払費用 

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） 

５．繰延資産の処理方法 (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。 

(2) 社債発行費 

  支出時に全額費用として処理してお

ります。 

(1) 新株発行費 

同左 

 

(2) 社債発行費 

同左 

６．引当金の計上基準 (1) 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。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 賞与引当金 

従業員の賞与の支払に充てるため、

支給見込額を計上しております。 

(2) 賞与引当金 

同左 

 (3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度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。また、会計基準変更時差異

（288,513千円）については、５年に

よる按分額を特別損失に計上しており

ます。 

当社は従業員数の著しい減少によ

り、当事業年度より簡便法の適用を受

けており、前事業年度までに発生した

数理上の差異（63,932千円）は、当事

業年度で一括償却処理しております。

なお、簡便法による退職給付債務の

算定は、当事業年度末自己都合要支給

額から年金資産額を控除しておりま

す。 

(3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度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。 

なお、退職給付引当金の対象従業員

が300名未満であるため、簡便法によっ

ており、退職給付債務の算定は、当事

業年度末自己都合要支給額から年金資

産額を控除しております。 

７．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、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 

８．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 
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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） 

９．ヘッジ会計の方法 イ．ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用しておりま

す。なお、為替予約が付されている外

貨建金銭債務については振当処理を採

用しております。 

イ．ヘッジ会計の方法 

 同左 

 ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象 

外貨建買掛金の為替リスクに対する

ヘッジとして為替予約取引を、借入金

の金利変動リスクに対するヘッジとし

て金利スワップ及び金利キャップを

行っております。 

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象 

 同左 

 ハ．ヘッジ方針 

当社は、財務上発生している為替リ

スク及び金利変動リスクを回避するた

めヘッジ取引を行っており、投機的な

売買益を得るための取引は行っており

ません。 

ハ．ヘッジ方針 

 同左 

 ニ．ヘッジ有効性評価の方法 

為替予約取引はすべて個別に外貨建

金銭債務に振当ているため、有効性の

判定計算は行っておりません。また、

金利スワップ取引及び金利キャップに

ついては、ヘッジ対象の相場変動と

ヘッジ手段の相場変動を比較し、その

変動額の比率によって有効性の判定計

算を行っております。 

ニ．ヘッジ有効性評価の方法 

 同左 

10．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 

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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会計処理の変更 

  

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） 

――――――― （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））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）を適用しております。 

 これにより税金等調整前当期純利益が117,381千円減

少しております。 
――――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

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）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。  

 なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

9,278,349千円であります。  

 財務諸表規則の改正による貸借対照表の表示に関す

る変更は以下のとおりであります。  

１ 前連事業年度における「資本の部」は、当事業年

度から「純資産の部」となり、「純資産の部」は

「株主資本」及び「評価・換算差額等」に分類して

表示しております。 

２ 前事業年度において独立掲記しておりました「資

本金」、「資本剰余金」及び「利益剰余金」は当事

業年度においては「株主資本」の内訳科目として表

示しております。 

３ 前事業年度において「利益剰余金」の次に表示し

ておりました「その他有価証券評価差額金」は、当

事業年度から「評価・換算差額等」の内訳科目とし

て表示しております。 



 17

 

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） 

――――――― （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） 

 当事業年度から、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

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 終改正平成

17年12月27日 企業会計基準適用指針第２号）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。 

 なお、財務諸表規則の改正による貸借対照表の表示に

関する変更は以下のとおりであります。 前事業年度

において資本に対する控除項目として「資本の部」の

末尾に表示しておりました「自己株式」は、当事業年

度から「株主資本」に対する控除項目として「株主資

本」の末尾に表示しております。  

――――――― （ストック・オプション等に関する会計基準） 

 当事業年度より、「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）および「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。 
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表示方法の変更 

 

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 

（貸借対照表） 

「立替金」は前事業年度まで流動資産の「その他」に含

めて表示しておりましたが、当事業年度に資産合計の100

分の１を超えたため、区分掲記いたしました。 

 なお、前事業年度の「立替金」の金額は、44,084千円

であります。 

 

（貸借対照表） 

前事業年度まで「営業権」として掲記しておりましたも

のは、改正後の財務諸表規則を適用し、当事業年度より

「のれん」として掲記することにいたしました。 
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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．担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。

※１．担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。
 

関係会社株式   473,140千円

建物 81,247 

土地 74,081 

計 628,468 
  

 
関係会社株式   473,140千円

投資有価証券 42,283 

計 515,424 
  

担保付債務は次のとおりであります。 

短期借入金 471,500千円

１年以内返済予定長期借入金 19,449 

長期借入金 60,454 

計 551,404 

  上記の他、未払金の担保相当として46,000千円の

小切手を発行しております。 

担保付債務は次のとおりであります。 

１年以内返済予定長期借入金 166,500 

長期借入金 288,500 

計 455,000 

 

なお、子会社であるユアサ建材工業㈱の借入金

1,303,214千円に対して下記の資産を根抵当に供し

てあります。 

 建物    287,788千円

土地 1,567,721 

計 1,855,509 
 

 上記の他、未払金の担保相当として30,000千円の

小切手を発行しております。 

※２．関係会社に対する債権・債務 ※２．関係会社に対する債権・債務 
 

売掛金 524,328千円

短期貸付金 655,000 

未収入金 157,500 

買掛金   1,839 
  

 
売掛金 142,684千円

短期貸付金 701,659 

買掛金   681 

未払金  238,228 
  

３．保証債務 

 次の得意先について、金融機関からの借入に対し

て債務保証を行っております。 

３．        ────── 

 

 
日本テクノロジーデザイン

ネットワーク株式会社 
79,904千円

 

 
 

 

※４．株式の状況 ※４．株式の状況 
 

授権株式数     普通株式 100,000千株

発行済株式総数   普通株式   61,140千株
  

 
授権株式数     普通株式 240,000千株

発行済株式総数   普通株式  102,654千株
  

※５．資本準備金による欠損填補 

平成17年５月31日開催の臨時株主総会の決議に基

づき、次のとおり欠損填補を行っております。 

※５．             ────── 

 
資本準備金   3,471,497千円

  

 
 

  

※６．自己株式の保有数 ※６．自己株式の保有数 
 

普通株式 437株
   

 
普通株式 682株
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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） 

 ７．（配当制限） 

有価証券の時価評価により、純資産額が1,249千円

増加しております。 

なお、当該金額は商法施行規則第124条第3号の規程

により、配当に充当することが制限されております。
 

７．               ────── 
 

 



 21

（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．関係会社との取引高 ※１．関係会社との取引高 
 

売上高 592,788千円

仕入高 4,968 

業務受託収入 28,100 

業務委託料 250 

違約金収入 150,000 
  

 
受取利息 39,121千円

  

  

  

  
  

※２．             ────── ※２．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 
 

 

 

  

  
 

 
棚卸資産廃棄損 16,657千円

 

  

  
 

※３．販売費に属する費用のおおよその割合は２％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は98％であ

ります。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

※３．販売費に属する費用のおおよその割合は6％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は94％であ

ります。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 
 

貸倒引当金繰入額 11,283千円

役員報酬 27,367 

給与手当 121,540 

リース料 53,586 

減価償却費 10,988 

業務委託料 123,748 
  

 
貸倒引当金繰入額 2,688千円

給与手当 149,447 

リース料 116,251 

減価償却費 15,484 

業務委託料 178,7115 
  

※４．        ────── ※４．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。  
 

 

  

  
 

 
土地 751,901千円

  

  
 

※５．債権譲渡益の内訳は次のとおりであります。 ※５．       ────── 
 

破産債権、再生債権、更生債権、

その他これらに準ずる債権 
231,000千円

 

 
 

 

※６．債務免除益の内訳は次のとおりであります。 ※６．       ────── 
 

買掛金 148,000千円
  

 
 

  
※７．特別利益「その他」の内訳は次のとおりでありま

す 

※７．       ────── 

 
退職給付数理差異一括償却 63,932千円

退職給付算定方法変更戻入益 

その他 

40,525 

5,004 

計 109,462 
 

 
退職給付数理差異一括償却 －千円

退職給付算定方法変更戻入益 － 

新株予約権無償償却 18,300 

有価証券等譲渡益 5,000 

 23,300 
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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） 

※８．       ────── ※８．固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。
 

 

  

  

  

  
 

 
土地 10,521千円

建物  6,391 

      計 16,912 

  

  
 

※９．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※９．             ────── 
 

建物 22,883千円

機械及び装置 53 

工具器具備品 7,335 

ソフトウェア 17,865 

計 48,138 
  

 
 

  

  
  

※10．             ────── ※10. 棚卸資産廃棄損の内訳は次のとおりであります。

 
 

商品 16,657千円

仕掛品 17,652 

計 34,309 
 

※11．             ────── ※11. 減損損失の内訳は次のとおりであります。 
  

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・リース資

産 

91,207千円

市場販売目的ソフトウェア 26,174 

計 

 

117,38 

 

  （グルーピングの方法） 

   減損損失を認識した無形固定資産等は、使用目的

毎にグルーピングしております。 

（減損に至った経緯） 

   上記の無形固定資産等は、事業方針と照らし合わ

せて今後の使用見込みが少ないため、減損損失と

して特別損失に計上いたしました。 

（回収可能価額の算定方法等） 

回収可能価額は、存在しないものとして評価して

おります。 
 

※12．特別損失その他の内訳は次のとおりであります。 ※12．特別損失その他の内訳は次のとおりであります。
 

和解金 45,000千円

事務所移転費用 38,484 

財務仲介手数料 35,000 

債務保証損失引当金繰入額 31,250 

その他 83,142 

計 232,877 
  

 
和解金 －千円

事務所移転費用 － 

財務仲介手数料 － 

債務保証損失引当金繰入額 － 

事業買収に係る 

コンサルティング費用 
20,000 

その他 18,292 

計 38,292 
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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） 

※13．ソフトウェア売上原価に含まれる市場販売目的ソ

フトウェアの償却費 

※13．ソフトウェア売上原価に含まれる市場販売目的ソ

フトウェアの償却費 
 

 10,594千円
  

 
 30,274千円
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(連結株主資本等変動計算書関係) 

当連結会計年度（自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(千株) 61,140,906 41,513,810 － 102,654,716 
 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

新株予約権の権利行使による増加 31,700千株 

第三者割当増資による増加     9,813千株 

 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株) 437 245 － 682 

 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加  245株 

 

３ 新株予約権等に関する事項 

目的となる株式の数（千株） 
会社名 内訳 

目的となる

株式の種類 前連結 

会計年度末 増加 減少 
当連結 

会計年度末 

当連結会計

年度末残高

（千円）

提出会社 平成18年新株予約権等 普通株式 0 31,700 0 31,700 2,957,800

(注) 目的となる株式の数の変動事由の概要 

  平成18年新株予約権の増加は、発行によるものであります。 

   

４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成17年12月27日 
定時株主総会 

普通株式 183,421 3.00 平成17年９月30日 平成17年12月28日

 

 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円） 

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 

平成18年12月26日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 205,308 2.00 平成18年９月30日 平成18年12月27日
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当期中の新株式発行 

 

平成17年12月27日開催の取締役会の決議に基づき、新株予約権の権利行使により、18,000千株を発行いたしました。 

平成18年６月７日開催の取締役会の決議に基づき、新株予約権の権利行使により、13,700千株を発行いたしました。 

平成18年８月15日開催の取締役会の決議に基づき、平成18年８月31日を払込期日として、新株式9,813千株を第三

者割当により発行いたしました。 
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（２）リース取引関係 

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） 

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） 

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 

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

減価償却 
累 計 額 
相 当 額 

期末残高
相 当 額

 千円 千円 千円

工具器具備品 890,230 631,009 259,221

ソフトウェア 628,642 508,225 120,416

合  計 1,518,873 1,139,235 379,637
 

 
 

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 

期末残高
相 当 額

 千円 千円 千円 千円

工具器
具備品

844,688 726,683 59,339 58,665

ソフト
ウェア

359,608 314,759 31,867 12,980

合 計 1,204,296 1,041,443 91,207 71,646
 

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額 

１年内 279,315千円 １年内 122,700千円

１年超 123,133千円 １年超 432千円

合 計 402,448千円 合 計 123,133千円

 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

リース資産減損勘定期末残高       11,530千円

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 

支 払 リ ー ス 料 365,839千円 支 払 リ ー ス 料 238,547千円

減価償却費相当額 336,346千円 リース資産減損 

勘定の取崩額 

50,346千円

支 払 利 息 相 当 額 20,373千円 減価償却費相当額 219,594千円

 支 払 利 息 相 当 額 7,650千円

 減 損 損 失 91,207千円

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 

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 
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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） 

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（貸主側） 

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（貸主側） 

１．リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末残

高 

１．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
減価償却 
累 計 額 

期末残高

 千円 千円 千円

工具器具備品 925 770 154
 

 
 

取得価額
減価償却 
累 計 額 

期末残高

 千円 千円 千円

工具器具備品 925 925 －
 

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額 

１年内 180千円 １年内 －

１年超 － １年超 －

合 計 180千円 合 計 －

３．受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額 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 450千円 受 取 リ ー ス 料 187千円

減 価 償 却 費 370千円 減 価 償 却 費 154千円

受 取 利 息 相 当 額 62千円 受 取 利 息 相 当 額 7千円

  

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 

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。 

 

 

 

（３）有価証券関係 

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） 

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。 

同左 
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（４）税効果会計関係 

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．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

（単位：千円）

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

（単位：千円）
 
繰延税金資産（流動） 

貸倒引当金繰入超過額 4,277

小計 4,277

評価性引当額 △4,277

計 －

 

繰延税金資産（固定） 

 繰越欠損金 9,909,716

投資有価証券評価損否認 136,584

退職給付引当金繰入超過額 15,893

ソフトウェア償却超過額 115,279

貸倒引当金繰入超過額 11,836

小計 10,189,310

評価性引当額 △10,189,310

計 －
      
繰延税金負債（固定） 

その他有価証券評価差額金 △508

小計 △508

評価性引当額 508

計 －

繰延税金負債の純額 －
 

 
繰延税金資産（流動） 

未払事業税 7,272

未払事業所税 184

貸倒引当金繰入超過額 4,124

小計 11,581

評価性引当額 －

計 11,581

 

繰延税金資産（固定） 

 繰越欠損金 9,350,296

投資有価証券評価損否認 125,481

退職給付引当金繰入超過額 15,616

ソフトウェア償却超過額 48,757

減損損失累計額 34,113

貸倒引当金繰入超過額 7,859

小計 9,582,124

評価性引当額 △9,337,425

計 244,699

 繰延税金資産の純額 256,281

 
 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等負担率

との間に差異があるときの、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法人税等負担率

との間に差異があるときの、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              40.7％

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目   0.6 

住民税均等割等              0.5 

繰越欠損金               △41.3 

その他                  0.2 

税効果会計適用後の法人税等の負担率    0.7 
 

法定実効税率              40.7％

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目   0.6 

住民税均等割等              0.4 

繰越欠損金               △41.3 

その他                  0.0 

税効果会計適用後の法人税等の負担率    0.4 
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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 79.01円 １株当たり純資産額 90.53円 

１株当たり当期純利益金額 28.20円 １株当たり当期純利益金額 16.50円 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額 

28.08円 
潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額 

16.44円 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用い

られた普通株式増加数の主要な内訳（千株） 

第三者割当増資             10,619 

新株予約権              35,550 

普通株式増加数            46,170 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用い

られた普通株式増加数の主要な内訳（千株） 

第三者割当増資              9,813 

新株予約権              31,700 

普通株式増加数            41,513 

 

（注）１株当たり当期純利益金額又は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 
（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） 

当期純利益（千円）                        706,074            1,223,011    

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（千円）                        706,074            1,223,011    

期中平均株式数（千株）                         25,038                        74,104 

潜在株式調整後1株当たり当期純利

益金額 

                           －                         16.44 

当期純利益調整額（千円）                            －                            － 

普通株式増加数（千株）                           108                           285 

（うち転換社債（千株）） （108） （285）

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株当たり当期純利益の算

定に含めなかった潜在株式の概要 

 （新株予約権） 

株主総会の特別決議日 

平成14年12月26日 

（新株予約権  43個）

 

 （新株予約権） 

株主総会の特別決議日 

平成14年12月26日 

（新株予約権  40個） 

 取締役会の決議日 

  平成18年9月1日 

      （新株予約権 300個）
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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） 

該当事項はありません。 １．当社は、平成18年10月20日開催の取締役会において

自転車事業の譲渡をスムースに行うために福島丸石自

転車工業株式会社の全株式を譲渡することを決議（追

認）いたしました。 

 

(1)譲渡子会社の概要 

①商号：福島丸石自転車工業株式会社 

②本店所在地：福島県二本松市小浜字反町566番地 

  ③代表者氏名：代表取締役社長 米山 美喜男 

  ④設立年月日：昭和47年３月16日 

  ⑤事業の内容：倉庫業 

  ⑥従業員：３名 

  ⑦資本の額：100,000,000円 

  ⑧発行株式数：320,000株 

  ⑨大株主及び所有割合：株式会社丸石サイクル 

             100％ 

  (2)譲渡先の概要 

  ①商号：天津富士達電動車有限公司 

  ②本店所在地：中国天津市経済技術開発区西区 

         新民路９号 

  ③代表者氏名：董事長 辛 建生 

  ④資本の額：82,000,000元 

  (3)譲渡株式数及び譲渡前後の所有株式数の状況 

  ①異動前の株式数：320,000株（所有割合100％） 

  ②譲渡株式数：320,000株（譲渡価額120百万円） 

  ③譲渡後の所有株式数：0株（所有割合0％） 

 

２．当社は、平成18年10月18日開催の取締役会において 

業績復調の兆しが見られず不採算部門となっている

ことから自転車事業を譲渡することを決議し、同年

10月20日付にて契約書を締結いたしました。 

  また、同契約は、丸石自転車北海道販売株式会社及

び丸石サイクル瀬戸内販売株式会社の全株式を福島

丸石自転車工業株式会社に譲渡する包括契約となっ

ていることから、当社は、平成18年10月20日開催の

取締役会において、当該２社の全株式に関し、福島

丸石自転車工業株式会社と譲渡契約を締結すること

を決議（追認）いたしました。 

 I.子会社の事業の一部譲渡について 

  (1)子会社の概要 

  ①商号：株式会社丸石サイクル 

  ②本店所在地：埼玉県吉川市中野311－１ 

  ③代表者氏名：代表取締役社長 多田羅 哲也 
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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） 

 (2)譲渡先の概要 

  ①商号：福島丸石自転車工業株式会社 

  ②本店所在地：福島県二本松市小浜字反町566番地 

  ③代表者氏名：代表取締役社長 米山 美喜男 

  ④資本の額：100,000,000円 

  (3)譲渡契約の概要 

  ①自転車及びその部品の製造販売に関する事業を譲

渡するものであります。 

  ②譲渡価額680百万円には丸石自転車北海道販売株式

会社及び丸石サイクル瀬戸内販売株式会社の全株

式の譲渡価額を含みます。 

  ③株式会社丸石サイクルが保有する商標権、ブラン

ド使用料、設備等は譲渡財産に含まれます。 

Ⅱ．子会社の株式譲渡について 

 (1)譲渡子会社の概要（１） 

  ①商号：丸石自転車北海道販売株式会社 

  ②本店所在地：北海道石狩市新港西一丁目742番地 

         ５号 

  ③代表者氏名：代表取締役社長 北澤 孝幸 

④設立年月日：昭和61年12月19日 

  ⑤事業の内容：自転車及びその付属品の販売 

  ⑥従業員：10名 

  ⑦資本の額：50,000,000円 

  ⑧発行株式数：1,000株 

  ⑨大株主及び所有割合：株式会社丸石サイクル 

             100％ 

 (2)譲渡子会社の概要（２） 

①商号：丸石サイクル瀬戸内販売株式会社 

  ②本店所在地：岡山県倉敷市安江446番２ 

  ③代表者氏名：代表取締役社長 北出 時人 

④設立年月日：平成７年６月１日 

  ⑤事業の内容：自転車及びその付属品の販売 

  ⑥従業員：４名 

  ⑦資本の額：10,000,000円 

  ⑧発行株式数：200株 

  ⑨大株主及び所有割合：株式会社丸石サイクル 

             85％ 

 (3)譲渡先の概要 

①商号：福島丸石自転車工業株式会社 

  ②本店所在地：福島県二本松市小浜字反町566番地 

  ③代表者氏名：代表取締役社長 米山 美喜男 

  ④資本の額：100,000,000円 

Ⅲ．業績に与える影響 

当事業の譲渡により、営業譲渡損失290百万円が発

生する見込みであります。当社グループでは平成19

年9月中間期において特別損失として290百万円計上

する予定であります。 

  なお、平成19年9月中間期及び通期（連結・個別）

業績予想には折込済であります。 
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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） 

 ３．新株予約権の行使 

平成18年10月4日、同年10月12日及び同年10月27日付け

で第６回新株予約権に係る新株予約権の行使により、株

式数等が次のとおり増加いたしました。 

発行した株式の種類及び数 

当社普通株式   18,000千株 

資本金      427,500千円 

    資本準備金    427,500千円 

 

４．当社は、平成18年11月24日開催の取締役会において、第三者割

当による新株予約権の発行について決議いたしました。 

 

新株予約権の発行要領 

（1）新株予約権の目的たる株式の種類及び数 

当社普通株式100,000,000株(新株予約権1個につき

100,000株) 

（2）発行総数  1,000個 

（3）発行価額 1個につき20,000円（1株につき0.2円） 

（4）新株予約権の発行価額の総額  20,000,000円 

（5）申込期日    平成18年12月11日  

（6）払込期日  平成18年12月11日 

（7）新株予約権の行使に際して払込金額の総額 

2,400,000,000円 

（8）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2,420,000円（1株につき24.2円） 

（9）新株予約権の行使により発行する株式の発行価額の総

額   2,420,000,000円 

（10）行使期間 平成18年12月12日から平成21年12月11日

まで。 

 （11）新株予約権の行使条件 

各新株予約権の一部行使はできないこととする。 

（12）新株予約権の取得できる条件 

当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新

株予約権が承継されない場合、または、当社が他社と

株式交換を行い完全子会社となる場合は、その議案が

当社株主総会で承認されたときは、当社は本件新株予

約権を無償で取得することができる。 

（13）新株予約権の譲渡制限 

新株予約権の譲渡による取得については、取締役会の

承認を要するものとする。 
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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） 

  （14）新株予約権の発行価額及び新株予約権の行使に際し

   金額の算定理由 

   当社のここ1年あまりの株価推移状況から見て、ブラッ

ク・ショールズモデルによる算定は適切でないと判断

し、また、当社が置かれている財務状況及び今後の見通

しを踏まえて発行価額は1個につき20,000円といたしまし

た。また、新株予約権の行使の際の１株当たりの払込金

額については、平成18年11月24日開催の取締役会決議直

前５営業日の大阪証券取引所における当社普通株式終値

平均24.8円を参考として決定いたしました。 

 （15）新株予約権の行使に際して払込をなすべき金額（以

下「払込金額」という。） 

  新株予約権１個につき、金2,400,000円 なお、新株予

約権行使により発行する当社普通株式１株当たりの払込

金額（以下「当初行使価額」）は、本項①により決定さ

れた額とする。但し、本項②により行使価額が調整され

た場合の新株予約権の目的たる株式の数は、新株予約権

の払込金額を調整された行使価額で除した数とする。但

し、１株未満の端数を生じたときは、これを切り捨て

る。 

① 当初行使価額は、１株につき金24円とする。 

②  行使価額の調整。 

  当社が新株予約権発行日後、当社が当社普通株式の時

価を下回る発行価額または処分価額で当社普通株式を発

行または処分する場合には、次の算式により調整され

る。なお、次の算式において「既発行株式数」は当社の

発行済普通株式総数（但し、普通株式に係る自己株式数

を除く。）をいう。  

新発行・処分株式数×１株当たり発行・処分価額 

調整後行使価額＝調整前行使価額× 既発行株式数＋ １株当たり時価

既発行株式数＋新発行・処分株式数 

  行使価額は、当社普通株式の分割、併合、当社普通株

式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請

求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたもの

を含む。）の発行等が行われる場合その他一定の事由を

生じた場合にも適宜調整される。 

（16）募集方法        第三者割当の方式による。 

（17）割当先及び割当数 ロータス投資事業組合 1,000個

 （18）新株予約権の行使請求受付場所   当社本社 

（19）新株予約権の行使により株式を発行する場合におけ

る増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

   新株予約権の行使により発行する株式の発行価額中、

資本金に計上しない額は、当該発行価額より資本金に計

上する額を減じた額とする。資本金に計上する額とは当

初は12.1円とする。 
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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） 

 （20）新株予約権証券の発行 

新株予約権証券は、新株予約権者の請求があるときに

限り発行するものとする。 

（21）新株予約権証券の割当日 平成18年12月11日 

（22）前記各号については、証券取引法に基づく届出の効

力発生を条件とする。 
 

 

 

 

２．役員の異動 

 

(1)．代表取締役の異動 

 

 該当事項はありません。 

 

(2)．その他の役員の異動 

 

   該当事項はありません。 


