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平成１８年１１月２４日 

各 位 

会 社 名  株 式 会 社 ナ ノ テ ッ ク ス 

代 表 者 名  代 表 取 締 役  嶋 本  篤 

コ ー ド 番 号  7 7 7 2  札 証 ア ン ビ シ ャ ス 

本 社 所 在 地  東京都大田区千鳥三丁目25番 5号 

問 合 せ 先  取 締 役 財 務 部 長  飯 島  亨 

電 話 番 号  ０ ３ － ５ ７ ４ １ － １ ８ ３ ６ 

（ Ｕ Ｒ Ｌ  http://ｗｗｗ.ｎａｎｏｔｅｘ－ｊｐ．ｃｏｍ/） 

 

 

（追加）平成１９年６月期 第１四半期財務・業績の概況（非連結）の一部追加について 

 

 

平成１８年１１月１５日に発表いたしました「平成１９年６月期 第１四半期財務・業績の概況（非

連結）」の開示資料について注記資料の追加がありましたので、以下のとおりお知らせいたします。 

 なお、参考として添付いたしました財務諸表（(要約)四半期貸借対照表、(要約)四半期損益計算書、

(要約）四半期株主資本等変動計算書、(要約）四半期キャッシュ・フロー計算書）につきましては、変

更ございません。 
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平成19年６月期 第１四半期財務・業績の概況（非連結）の添付資料の追加 

【参考】平成18年11月15日に発表（４ページから９ページ）いたしました財務諸表 

 

1. (要約）四半期貸借対照表 

（単位：千円、％） 
 
 
 

当四半期 
(平成19年６月期 
第１四半期末) 

（参 考） 
平成18年６月期 

科  目 

注記
番号

金額 構成比 金額 構成比 

(資産の部)  

Ⅰ 流動資産  

 1. 現金及び預金 549,967 207,241 

 2. 受取手形及び売掛金 ※5 222,239 380,342 

 3. たな卸資産 108,377 67,062 

 4. 繰延税金資産 7,901 11,499 

 5. その他 ※1 6,116 6,764 

   流動資産合計 894,603 74.5 672,910 70.7

Ⅱ 固定資産  

 1. 有形固定資産 ※2  

  (1) 建物及び構築物 ※3 49,424 51,428 

  (2) 機械装置及び運搬具 7,403 6,394 

  (3) 土地 ※3 90,276 90,276 

  (4) その他 12,157 12,707 

   有形固定資産合計 159,262 13.3 160,808 16.9

 2. 無形固定資産  

  (1) ソフトウェア 315 345 

   無形固定資産合計 315 0.0 345 0.0

 3. 投資その他の資産  

  (1) 出資金 100 100 

  (2) 繰延税金資産 5,569 5,053 

  (3) 長期前払費用 2,833 3,333 

  (4) 投資不動産 ※3 108,232 108,800 

  (5) 敷金保証金 29,631 ― 

  (6) その他 ― 222 

   投資その他の資産合計 146,365 12.2 117,510 12.4

   固定資産合計 305,943 25.5 278,663 29.3

   資産合計 1,200,546 100.0 951,574 100.0

  

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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（単位：千円、％） 

 
 
 

当四半期 
(平成19年６月期 
第１四半期末) 

（参 考） 
平成18年６月期 

科  目 

注記
番号

金額 構成比 金額 構成比 

(負債の部)  

Ⅰ 流動負債  

 1. 買掛金 82,533 104,776 

 2. 短期借入金 ― 40,000 

3. 一年以内返済予定の長期借入金 ※3 75,316 45,316 

4. 未払金 ※1 20,944 38,682 

 5. 未払法人税等 10,708 65,774 

 6. 未払消費税等 ※4 3,166 3,578 

 7. その他 3,100 1,587 

   流動負債合計 195,769 16.3 299,715 31.5

Ⅱ 固定負債  

 1.  長期借入金 ※3 257,856 152,623 

 2.  退職給付引当金 13,683 12,389 

   固定負債合計 271,539 22.6 165,012 17.3

   負債合計 467,308 38.9 464,728 48.8

  

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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（単位：千円、％） 
 
 
 

当四半期 
(平成19年６月期 
第１四半期末) 

（参 考） 
平成18年６月期 

科  目 

注記
番号

金額 構成比 金額 構成比 

(純資産の部)  

Ⅰ 株主資本  

 1. 資本金 286,750 23.9 173,000 18.2

 2. 資本剰余金  

  (1) 資本準備金 323,963 210,213 

    資本剰余金合計 323,963 27.0 210,213 22.1

 3. 利益剰余金  

  (1) その他利益剰余金  

    繰越利益剰余金 108,472 89,580 

    利益剰余金合計 108,472 9.0 89,580 9.4

   株主資本合計 719,186 59.9 472,793 49.7

Ⅱ 新株予約権 14,052 1.2 14,052 1.5

   純資産合計 733,238 61.1 486,845 51.2

   負債純資産合計 1,200,546 100.0 951,574 100.0

  

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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2. (要約）四半期損益計算書 

（単位：千円、％） 

 
当四半期 

(平成19年６月期 
第１四半期) 

（参 考） 
平成18年６月期 

科  目 

注記
番号

金額 百分比 金額 百分比 

Ⅰ 売上高 171,079 100.0 951,386 100.0

Ⅱ 売上原価 71,611 41.9 496,819 52.2

   売上総利益 99,468 58.1 454,566 47.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1※4 65,014 38.0 300,787 31.6

営業利益 34,453 20.1 153,779 16.2

Ⅳ 営業外収益 ※2 2,687 1.6 7,788 0.8

Ⅴ 営業外費用 ※3※4 5,080 3.0 22,450 2.4

   経常利益 32,059 18.7 139,117 14.6

Ⅵ 特別利益 ― ― 2,080 0.2

   税引前四半期(当期)純利益 32,059 18.7 141,198 14.8

   法人税､住民税及び事業税 10,085 5.9 66,945 7.0

   法人税等調整額 3,082 1.8 △10,099 △1.1

   四半期(当期)純利益 18,892 11.0 84,351 8.7

  

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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3. (要約）四半期株主資本等変動計算書 

当四半期(自 平成18年７月１日 至 平成18年９月30日) 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金

 

資本金 

資本準備金
繰越利益剰余金

株主資本合計

新株予約権 純資産合計

平成18年６月30日残高(千円) 173,000 210,213 89,580 472,793 14,052 486,845

当四半期中の変動額   

 新株の発行 113,750 113,750 227,500  227,500

  当期純利益  18,892 18,892  18,892

株主資本以外の項目の 
 当四半期中の変動額(純額) 

  

当四半期中の変動額合計 
(千円) 

113,750 113,750 18,892 246,392 － 246,392

平成18年９月30日残高 
(千円) 

286,750 323,963 108,472 719,186 14,052 733,238

 



ファイル名:平成19年6月期第１四半期財務・業績の概況(非連結)(注記).doc更新日時:11/24/2006 2:07 PM 印刷日時:2006/11/2414:18 

―  ― 7

4. (要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円） 

  
当四半期 

(平成19年６月期第１四半期) 
（参 考） 

平成18年６月期 

区分 
注記
番号

金額 金額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

   税引前四半期(当期)純利益 32,059 141,198

   減価償却費 4,317 20,884

   貸倒引当金の減少額 － △1,412

   退職給付引当金の増加額 1,293 1,568

   受取利息及び受取配当金 △45 △1

   支払利息 3,272 12,069

   新株予約権戻入益 － △668

   新株発行費 455 3,564

   売上債権の減少（△は増加）額 158,150 △126,036

   たな卸資産の増加額 △41,314 △482

   仕入債務の増加(△は減少) 額 △22,242 48,802

   未払金の減少額 △17,738 －

   未払消費税等の減少額 △411 △8,293

   その他 △713 △612

    小計 117,082 90,580

   利息及び配当金の受取額 43 1

   利息の支払額 △2,187 △11,623

   法人税等の支払額 △63,408 △8,177

  営業活動によるキャッシュ・フロー 51,530 70,781

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 △1,673 △4,771

   敷金保証金の増加額 △29,408 △143

  投資活動によるキャッシュ・フロー △31,082 △4,914

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

   短期借入金の純増加(△は減少)額 △40,000 10,000

   長期借入れによる収入 150,000 －

   長期借入金の返済による支出 △14,767 △80,323

   新株式の発行による収入 227,045 －

   新株式の発行による支出 － △3,564

  財務活動によるキャッシュ・フロー 322,278 △73,887

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加（△は減少）額 342,726 △8,020

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 207,241 215,262

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  四半期末(期末)残高 

549,967 207,241

 

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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「重要な会計方針」以下の注記事項 

 

重要な会計方針 

 

項目 
当第１四半期会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

1 たな卸資産の評価基準

及び評価方法 

(1) 商品、製品及び原材料 

  総平均法による原価法 

(2) 半製品及び仕掛品 

  個別法による原価法 

(1) 商品、製品及び原材料 

  同 左 

(2) 半製品及び仕掛品 

  同 左 

２ デリバティブの評価基

準及び評価方法 

時価法（ただし、金利スワップについて

は特例処理によっております。） 

同 左 

３ 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、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。 

  主な耐用年数 

   建物     2年～32年 

   機械及び装置 2年～11年 

   工具器具 

及び備品 2年～10年 

  また、取得価格が10万円以上20万円

未満の少額減価償却資産については、3

年均等償却を採用しております。 

(1) 有形固定資産 

  同 左 

 

 

主な耐用年数 

   建物     2年～32年 

   機械及び装置 2年～11年 

   工具器具 

及び備品 2年～ 8年 

 

 

 (2) 無形固定資産 

  ソフトウエア 

  自社利用のソフトウエアについて

は、その利用により将来の収益獲得ま

たは費用削減が確実であると認められ

る場合にその取得費用を資産計上し、

社内における利用可能期間(５年以内)

に基づく定額法によって減価償却を実

施しております。 

(2) 無形固定資産 

ソフトウエア 

  同 左 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 長期前払費用 

  定額法 

(3) 長期前払費用 

  同 左 

４ 繰延資産の処理方法 株式交付費 

 支出時に全額費用として処理しており

ます。 

新株発行費 

  同 左 

 

５ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

  売上債権等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) 退職給付引当金        

従業員の退職給付に備えるため、当

社退職金規程に基づく期末自己都合退

職金要支給額より、中小企業退職金共

済制度から支給される額を控除した額

を計上しております。 

(2) 退職給付引当金  

同 左 
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項目 
当第１四半期会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

６ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

金利スワップは、特例処理の要件を
満たしておりますので、特例処理を採
用しております。 

為替予約については振当処理の要件
を満たしている場合は、振当処理を採
用しております。 

(1) ヘッジ会計の方法 

同 左 

 

 

 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

(ヘッジ手段) (ヘッジ対象) 
金利スワップ 借入金の利息 
為替予約   外貨建金銭債務 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同 左 

 

 (3) ヘッジ方針 

借入金の金利変動リスクを回避する
目的で金利スワップ取引を行ってお
り、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に
行っております。 

また、通常の営業過程における輸入
取引に関する将来の為替相場等の変動
リスクを回避することを目的として為
替予約取引を行っております。 

(3) ヘッジ方針 

同 左 

 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップの特例処理の要件を満
たしているので、決算日における有効
性の評価を省略しております。 

また、為替予約についてもヘッジ開
始時及びその後も継続して、相場変動
を完全に相殺するものと想定できる
為、ヘッジの有効性の判定は省略して
おります。 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

同  左 

 

７ 四半期キャッシュ・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。 

同 左 

８ その他四半期財務諸表
（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 

 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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(会計処理の変更) 
 

当第１四半期会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

 
 
 
 

― 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

― 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

― 
 
 
 
 
（繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い） 
当第１四半期会計期間より、「繰延資産の会計処理に
関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会 平成18
年８月11日 実務対応報告第19号）を適用しておりま
す。 
これによる当第１四半期会計期間の財務諸表への損益
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。 
これによる損益に与える影響はありません。 
従来の資本の部の合計に相当する金額は、472,793

千円であります。 
なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度に

おける貸借対照表の「純資産の部」については、改正
後の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
適用しております。 
これによる損益に与える影響はありません。 

 
 
 
 

― 
 
 
 
 

 

（追加情報) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

― 

（有形固定資産の利用目的の変更） 
前事業年度まで有形固定資産「建物」「土地」に表

示しておりました不動産の一部の利用目的を変更した
ため、当事業年度より投資その他の資産「投資不動
産」として表示することにしました。なお、「投資不
動産」として表示することにした「建物」は7,075千
円、「土地」は45,578千円であります。 
また、利用目的を変更した不動産にかかる減価償却

費は前事業年度まで販売費及び一般管理費に含めて表
示しておりましたが、当事業年度より営業外費用とし
て表示することにしました。営業外費用とした減価償
却費は348千円であります。 

 



ファイル名:平成19年6月期第１四半期財務・業績の概況(非連結)(注記).doc更新日時:11/24/2006 2:07 PM 印刷日時:2006/11/2414:18 

―  ― 11

注記事項 

(第１四半期貸借対照表関係) 

当第１四半期会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度末 
(平成18年６月30日) 

※1 関係会社に対する資産及び負債 

未収金 175千円
 

※1 関係会社に対する資産及び負債 

未払金 1,466千円
 

※2 有形固定資産の減価償却累計額 

 85,870千円
 

※2 有形固定資産の減価償却累計額 

 82,650千円
 

※3 担保に供している資産 

建物 27,901千円

土地 90,276千円

投資不動産 108,232千円

計 226,410千円

      これらは、長期借入金175,222千円*の担保に供

しております。 

   (*長期借入金136,506千円及び一年内返済予定の

長期借入金38,716千円)  

※3 担保に供している資産 

建物 28,590千円

土地 90,276千円

投資不動産 108,800千円

計 227,668千円

      これらは、長期借入金183,889千円*の担保に供し

ております。 

   (*長期借入金145,173千円及び一年内返済予定の長

期借入金38,716千円) 

※4 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、未

払消費税等として、表示しております。 

― 

※5 第１四半期会計期間末日満期手形の会計処理につ

いては、手形交換日をもって決済処理をしており

ます。 

― 

 

(第１四半期損益計算書関係) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日) 

※1 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は以下の通りであります。 

一般管理費 1,399千円
 

※1 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は以下の通りであります。 

一般管理費 12,324千円
 

※2 営業外収益の主要項目 

受取利息 45千円

受取賃借料 2,550千円
 

※2 営業外収益の主要項目 

受取利息 1千円

受取賃借料 7,050千円
 

※3 営業外費用の主要項目 

支払利息 3,272千円

為替差損 634千円

減価償却費 568千円
 

※3 営業外費用の主要項目 

支払利息 12,069千円

新株発行費 3,564千円

たな卸資産評価損 4,774千円
 

※4 減価償却実施額 

有形固定資産 3,219千円

無形固定資産 29千円

投資不動産 568千円
 

※4 減価償却実施額 

有形固定資産 16,877千円

無形固定資産 220千円

投資不動産 1,786千円
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(株主資本等変動計算書関係) 

当第１四半期会計期間（自 平成18年７月１日 至 平成18年９月30日）  

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
前事業年度末 
株式数(株) 

当第１四半期会計 
期間増加株式数(株)

当第１四半期会計 
期間減少株式数(株) 

当第１四半期会計
期間末株式数(株)

発行済株式数     

普通株式 21,120 2,000 ― 23,120 

     合 計 21,120 2,000 ― 23,120 

(注)普通株式の発行済株式総数の増加2,000株は、公募による新株の発行による増加であります。 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 

区分 新株予約権の内訳 
新株予約権の
目的となる株
式の種類 

前事業
年度末

当第１四
半期会計
期間増加

当第１四
半期会計
期間減少

当第１四
半期会計
期間末 

当第１四半期
末残高(千円)

提出会社 
ストックオプショ
ンとしての新株予
約権 

普通株式 4,213 ― ― 4,213 14,052

 

前事業年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日） 

 １．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
前事業年度末株式

数(株) 
当事業年度増加株式

数(株) 
当事業年度減少株式

数(株) 
当事業年度末株式

数(株) 

発行済株式数     

普通株式 21,120 ― ― 21,120 

     合 計 21,120 ― ― 21,120 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 
区分 新株予約権の内訳 

新株予約権の
目的となる株
式の種類 

前事業
年度末

当事業 
年度増加

当事業 
年度減少

当事業 
年度末 

当事業年度末
残高(千円) 

提出会社 
ストックオプショ
ンとしての新株予
約権 

普通株式 3,730 700 217 4,213 14,052

(注)1. 当会計年度において増加しているものは、平成18年5月9日開催の臨時株主総会決議に基づいております。 

(注)2. 当会計年度において減少しているものは、当社退職により権利を喪失したものです。 
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(キャッシュ・フロー計算書関係)  

当第１四半期会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６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 549,967千円

 現金及び現金同等物 549,967千円
 

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 207,241千円

 現金及び現金同等物 207,241千円
 

 

(リース取引関係) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年７月１日 
 至 平成18年６月30日) 

 

該当事項はありません。 

 

 
該当事項はありません。 

 

(有価証券関係) 

当第１四半期会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度末 
(平成18年６月30日) 

 

保有している有価証券がないため、 

該当事項はありません。 

 

 
保有している有価証券がないため、 
該当事項はありません。 
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デリバティブ取引関係 

１ 取引の状況に関する事項 

 
当第１四半期会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年７月１日 
 至 平成18年６月30日) 

(1) 取引の内容 

利用しているデリバティブ取引は、金利スワッ

プ取引であります。 

(1) 取引の内容 

同左 

 

(2) 取引に対する取組方針 

借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利

スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は

個別契約毎に行っております。 

(2) 取引に対する取組方針 

同左 

 

 

(3) 取引の利用目的 

  借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利

スワップ取引を行っております。 

(3) 取引の利用目的 

同左 

 

(4) 取引に係るリスクの内容 

  金利スワップ取引は、市場金利の変更によるリ

スクを有しております。 

  なお、当該取引先は高格付けを有する金融機関

に限定しているため、信用リスクは殆どないと判

断しております。 

(4) 取引に係るリスクの内容 

同左 

 

 

 

 

(5) 取引に係るリスク管理体制 

金利スワップ取引の実施にあたっては、管理部

で決定された範囲内で、代表取締役社長の決裁に

より、管理部長が実行しております。 

(5) 取引に係るリスク管理体制 

同左 

 

 

 

２ 取引の時価等に関する事項 

当第１四半期会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年７月１日 
 至 平成18年６月30日) 

金利スワップについてはヘッジ会計を採用しているた

め記載しておりません。 

同左 
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(ストックオプション関係) 

当第１四半期会計期間（自 平成18年７月１日 至 平成18年９月30日） 

当第１四半期会計期間において付与しておりませんので、該当事項はありません。 

 

前事業年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日） 

１．ストックオプションの内容、規模及びその変動状況 

 (1)ストックオプションの内容 

 第１回新株予約権 第２回新株予約権 

付与対象者の区分及び数 

当社取締役    6名 

関係会社取締役  3名 

当社顧問     2名 

当社従業員    24名 

外部パートナー  1名 

当社取締役    3名 

当社従業員     4名 

ストックオプション数 普通株式 3,730株 普通株式 700株 

付与日 平成16年12月24日 平成18年５月９日 

権利確定条件 

新株予約権の割当を受けた者

は権利行使時において、当社

の役員、従業員（子会社の役

員又従業員を含む）又は社外

協力者の地位にあることを要

する。その他の細目について

は、平成16年12月９日の取締

役会決議に基づき、当社と対

象役員、対象従業員又は対象

社外協力者との間で締結する

「新株予約権割当契約書」に

定めるものとする。 

新株予約権の割当を受けた者

は権利行使時において、当社

の役員、従業員（子会社の役

員又従業員を含む）の地位に

あることを要する。但し、任

期満了、定年退職、会社都合

によりその地位を喪失した場

合を除く。その他の細目につ

いては、平成18年５月９日の

臨時株主総会及び取締役会決

議に基づき、当社と対象役

員、対象従業員との間で締結

する「新株予約権割当契約

書」に定めるものとする。 

対象勤務期間 
自 平成16年12月24日 

至 平成18年７月７日 

自 平成18年５月９日 

至 平成20年５月９日 

権利行使期間 
自 平成16年12月25日 

至 平成19年12月24日 

自 平成20年５月10日 

至 平成25年５月９日 
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(2)ストックオプションの規模及びその変動状況 

当事業年度（平成18年６月期）において存在したストックオプションを対象とし、ストックオプション数に

ついては、株式数に換算して記載しております。 

①ストックオプションの数 

 第１回新株予約権 第２回新株予約権 

権利確定前 （株） 

 前期末 

 付与 

 失効 

 権利確定 

 未確定残 

権利確定後 （株） 

前期末 

 権利確定 

 権利行使 

 失効 

 未行使残 

 

3,680 

― 

167 

― 

3,513 

 

― 

― 

― 

― 

― 

 

― 

700 

― 

― 

700 

 

― 

― 

― 

― 

― 

 

②単価情報 

 第１回新株予約権 第２回新株予約権 

権利行使価格 88,000 160,000 

行使時平均株価 ― ― 

付与日における公正な評価単価 ― ― 

 

２．ストックオプションの公正な評価単価の見積方法 

当社が平成18年５月９日に付与したストックオプションについて、公正な評価単価を本源的価値により算定し

ております。なお、本源的価値は以下のとおりです。 

(1)当社の株式の評価額 

平成18年３月31日時点の1株当たり純資産額による評価額 

 

20,881 

 

円 

(2)新株予約権の行使時の払込金額 160,000 円 

算定の結果、株式の評価額が新株予約権の行使時の払込金額を下回っていることから本源的価値はゼ

ロとなり、ストックオプションの公正な評価単価もゼロと算定しております。 
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(持分法損益等) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

 

関連会社がないため、該当事項はありません。 

 

 

関連会社がないため、該当事項はありません。 
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 (１株当たり情報) 

項目 
当第１四半期会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

１株当たり純資産額 31,106円66銭 22,386円08銭

１株当たり第１四半期(当期)純利益 821円79銭 3,993円93銭

潜在株式調整後１株当たり第１四半

期(当期)純利益金額 
815円83銭

なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、新株予約権

の残高がありますが、当社株式は非

上場かつ非登録であり、期中平均株

価が把握できないため記載しており

ません。 

 

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額の算定上の基礎 

項目 
当第１四半期会計期間 

(自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

貸借対照表の純資産の部の合計額 (千円) 733,238 486,845

普通株式に係る純資産額(千円) 719,186 472,793

貸借対照表の純資産の部の合計額と１株当たり純

資産額の算定に用いられた普通株式に係る事業年

度末の純資産の額との差額の主な内訳(千円) 

 新株予約権 14,052 14,052

普通株式の発行済株式数(株) 23,120 21,120

普通株式の自己株式数(株) ― ―

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数(株) 

23,120 21,120

 

２  １株当たり第１四半期(当期)純利益の算定上の基礎 

項目 
当第１四半期会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

損益計算書上の第１四半期(当期)純利益 (千円) 18,892 84,351

普通株式に係る第１四半期(当期)純利益 (千円) 18,892 84,351

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 22,989 21,120

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり第１四半期(当期)純利益の算定に含まれ

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 700個) 

新株予約権２種類 

(新株予約権の数 4,213個) 
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(重要な後発事象) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

（自己株式の取得） 

当社は、平成18年10月10日開催の取締役会において、

会社法第165条第2項の規定に基づき、自己株式の取得に

ついて以下のように決議いたしました。 

 
1.自己株式の取得を行う理由 
経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂
行を可能にするため、自己株式の取得を行うもの
であります。 

 
2.取得の方法 

  証券会員制法人札幌証券取引所における市場買付 
  け 
 
3.取得の時期 

   平成18年10月11日から平成19年4月10日まで 
 
4.取得する株式の種類及び総数 
普通株式  400株 (上限) 

 
5.取得価額の総額 
50,000千円 (上限) 

 
 
 上記に基づき取得した自己株式は下記のとおりであ
ります。 
 
1.取得した株式の総数 

  237株 
 2.取得価額の総額 

25,768千円 

（新株の発行） 

平成18年６月８日及び平成18年６月16日並びに平成18

年６月27日開催の取締役会において、下記のとおり新株

式の発行（ブックビルディング方式）の決議を行いまし

た。 

当該新株発行の内容は下記のとおりであります。 

 

有償一般募集による新株式発行の払い込みを平成18

年７月６日に完了いたしました。 

発行新株式数   普通株式        2,000株 

発行価格     １株につき     125,000円 

引受価額     １株につき     113,750円 

発行価額     １株につき      93,500円 

発行価額の総額        187,000,000円 

資本組入額    １株につき      56,875円 

資本組入額の総額       113,750,000円 

資金使途          設備投資、借入金の返済及び

運転資金に充当する予定であ

ります。 

 

 


