
－  － 

 

 

1

平成１平成１平成１平成１8888年９月期年９月期年９月期年９月期    決算短信決算短信決算短信決算短信((((連結連結連結連結))))    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） 

コード番号 ４８３０  本社所在都道府県 東京都 

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

代 表 者 役職名 代表取締役社長 氏 名 梶本 誓  

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

決算取締役会開催日 平成18年11月24日  

米国会計基準採用の有無 無  

 

１．18年９月期の連結業績（平成17年10月１日～平成18年９月30日） 

(1) 連結経営成績 （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 12,576 （110.7） 595 （31.3） 350 （－） 

17年９月期 5,968 （△ 30.8） 453 （－） 22 （－） 
 

 
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 604 （－） 8.15 8.12 10.4 3.3 2.8 

17年９月期 △ 222 （－） △8.90   － △9.1 0.3 0.4 

（注）①持分法投資損益    18年９月期          △1百万円   17年９月期       △8百万円 

②期中平均株式数（連結）18年９月期       74,104,814株   17年９月期         25,038,050株 

③会計処理の方法の変更  有 

④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 

 

(2) 連結財政状態 

 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 11,587 7,772 66.8 75.71 

17年９月期 9,533 3,912 41.0 63.99 

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

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

 
営 業 活 動 に よ る 

キャッシュ・フロー 

投 資 活 動 に よ る 

キャッシュ・フロー 

財 務 活 動 に よ る 

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 

期 末 残 高 

 百万円 百万円 百万円 百万円 

18年９月期 △188 △ 1,074 1,357 249 

17年９月期 △ 1,014 △ 268 899 154 

 

(4) 連結範囲及び持分法適用に関する事項 

  連結子会社数  5社   持分法適用非連結子会社数  －社   持分法適用関連会社数  1社 

 

(5) 連結範囲及び持分法適用の異動状況 

  連結（新規）  －社  （除外）  －社    持分法（新規）  －社  （除外）  －社 

 

３．18年９月期の連結業績予想（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 6,000 10 △270 

通 期 14,000 350 650 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  6円33銭 

※上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係

る本資料発表日現在における仮定を前提としております。
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企 業 集 団 の 状企 業 集 団 の 状企 業 集 団 の 状企 業 集 団 の 状 況況況況    
 

当社グループ（当社及び当社の関連会社）は、当社（株式会社サンライズ・テクノロジー）及び当

社の連結子会社５社並びに持分法適用会社１社で構成されております。当社グループの事業に関わ

る位置づけは、次のとおりであります。 

また、前連結会計期間（みなし取得日は平成17年８月31日）に新たに子会社を取得したことに伴い、

木質住宅資材関連事業を事業区分に新規追加し、当連結会計期間より新たに人材派遣事業、コンサ

ルティング事業を事業区分に新規追加しております。 

なお、平成18年11月１日付にて福島丸石自転車工業株式会社の全株式を天津富士達電動車有限公司

に譲渡し、同日、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へ譲渡しております。 

また、自転車事業につきましては、平成18年11月１日付にて福島丸石自転車工業株式会社へ事業譲

渡を行い、株式会社丸石サイクルは、株式会社ペンタくんに商号を変更いたしました。 

 

(1) 当社グループの事業における各社の位置づけ 

 

システムソリューション事業 

主要な製品・サービスは、ERPソリューション、システムインテグレーション、CRMソリューション、

ECソリューション、統合業務アプリケーションの導入及び追加プログラムの開発、ソフトウェアの

受託開発、各種ハードウェア・ソフトウェアの販売及びシステム運用業務等であり、当社が提供す

るほか、以下のとおり関係会社が機能別・業種別に提供しています。 

主要な関係会社 事業内容 

オニックス・ソフトウェア株式会社 
インターネット対応型ＣＲＭシステムのソフトウェア

販売・コンサルティング 

  

人材派遣事業 
    主要なサービスは、IT分野を中心とした人材派遣事業及び有料職業紹介事業であり当社が提供し

ております。 

 

コンサルティング事業 

    主要なサービスは、経営分析、経営指導、企業再生等の経営全般におけるコンサルティングであ

り当社の他、株式会社丸石サイクルが提供しております。 

 なお、株式会社丸石サイクル（新会社名 ㈱ペンタくん）は、平成18年11月１日をもって商号を

変更しております。 

 

自転車事業 

    主要な製品・サービスは、自転車及びその附属品の製造・販売等であり、株式会社丸石サイクル

（新会社名 ㈱ペンタくん）並びにその子会社が提供しております。 

なお、当事業は、平成18年11月１日付にて福島丸石自転車工業株式会社へ事業譲渡を行っており

ます。 

 

木質住宅資材関連事業 

 主要な製品・サービスは、木質住宅資材関連製品の製造・販売等であり、ユアサ建材工業株式会

社が提供しております。 

 

特許事業 

 地図データ作成方法及びその装置（特許第2770097号）に関する過去の本特許抵触・侵害に対する

賠償請求並びに今後の本特許の管理を株式会社丸石サイクル（新会社名 ㈱ペンタくん）が行って

おります。 
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その他 

   主要な製品・サービスは、情報関連機器の保守サービス及び塗装事業等を行っております。 

   

 2.2.2.2.事業の系統図事業の系統図事業の系統図事業の系統図    

 事業の系統図は次のとおりであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成18年11月１日付にて福島丸石自転車工業株式会社の全株式を天津富士達電動車有限公司に譲渡

し、同日、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へ譲渡しております。 

また、自転車事業につきましては、平成18年11月１日付にて福島丸石自転車工業株式会社へ事業

譲渡をおこない、株式会社丸石サイクルは、株式会社ペンタくんへ商号を変更しております。 

   平成18年11月１日付にて株式会社ペイントハウスとの間で、同社株主総会の決議承認及びニッポ

ン・ニュー・マーケット－「ヘラクレス」に関する有価証券上場規程の特例第17条第１項第８号

（不適当な合併等）に該当しないことを条件に同社の塗装事業を譲受けることを決議いたしました。 

製品の供給 

当 
 
 

社 

ユ 

ー 

ザ 

ー 

 （注）子会社（連結子会社）         関連会社(持分法適用関連会社) 

    資本の流れ              製品・サービスの流れ 

インターネット対応型ＣＲ

Ｍシステムのソフトウェア

販売・コンサルティング 

自転車及びその附属品

の製造販売、特許事業 

福島丸石自転車工業㈱ 

丸石自転車北海道販売㈱ 

倉庫業 

自転車及びその附

属品の販売 

丸石サイクル瀬戸内販売㈱ 

自転車及びその附

属品の販売 

ユアサ建材工業㈱ 

木質住宅資材関連製品の

製造販売 

㈱丸石サイクル(新社名㈱ペンタくん) 

オニックス・ソフトウェア（株）
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3.3.3.3.関係会社の状況関係会社の状況関係会社の状況関係会社の状況    

名称 住所 資本金 
議決権 

所有割合 
主要な事業の内容 

（連結子会社）  百万円 ％  

ユアサ建材工業株式会社 

            （注１） 

東京都 

港区 
400 99.0 木質住宅資材関連製品の製造販売 

株式会社丸石サイクル(新会社名㈱

ペンタくん) 

（注１,４,５） 

埼玉県 

吉川市 3,835 99.5 
自転車及びその附属品の製造販売 

特許事業 

福島丸石自転車工業株式会社 

（注２．３．６） 

福島県 

二本松市 
40 

99.5 

(99.5) 
倉庫業 

丸石自転車北海道販売株式会社 

（注２．３．６） 

北海道 

石狩市 
50 

99.5 

(99.5) 
自転車及びその附属品の販売 

丸石サイクル瀬戸内販売株式会社 

（注２．３．６） 

岡山県 

倉敷市 
10 

84.6 

(84.6) 
自転車及びその附属品の販売 

（持分法適用関連会社）  百万円 ％  

オニックス・ソフトウェア株式会社 

（注３） 
東京都港区 800 28.0 

インターネット対応型ＣＲＭシステムの

ソフトウェア販売、コンサルティング 

（注）１．特定子会社に該当しております。 

   ２．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有の割合で内数となっております。 

   ３．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社は、ありません。 

   ４．株式会社丸石サイクル(新会社名㈱ペンタくん)及びユアサ建材工業株式会社については、売上高（連結会社相互間の内

部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10%を超えております。 

主要な損益情報等    

                   丸石サイクル㈱    ユアサ建材工業㈱ 

      (新会社名㈱ペンタくん) 

（１）売上高                  2,347,775千円     7,849,326千円 

（２）経常利益又は経常損失（△）    106,744千円      △150,037千円 

（３）当期純損失              472,671千円       80,175千円 

（４）純資産額               2,085,658千円       339,346千円 

（５）総資産額               2,462,120千円     3,636,189千円 

   ５．株式会社丸石サイクル（新会社名 ㈱ペンタくん）は、平成18年11月１日をもって商号を変更しております。 

６．平成18年11月１日付にて福島丸石自転車工業株式会社の全株式を天津富士達電動車有限公司に譲渡し、同日、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へ譲渡しておりま

す。 

また、自転車事業につきましては、平成18年11月１日付にて福島丸石自転車工業株式会社へ事業譲渡を行っております。 

   ７．前連結会計年度においてその他の関係会社であったロータス投資事業組合は、議決権の被所有割合が20％未満となった

ため、関係会社から除外しております。 
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経 営 方経 営 方経 営 方経 営 方 針針針針    
    
(1) 経営の基本方針 

当社は、創業以来蓄積されてきている企業基幹業務（財務・管理会計、販売管理、購買管理）の

開発ノウハウを生かし、単なる請負型SI企業でなく顧客満足度の高いシステムインテグレーターを

目指しております。これらを根幹として、テンプレートビジネスを推進し高品質かつ短納期でのソ

リューション提供を目指しております。 

また、グループ会社との連携を含めた経営及び業務提携等による事業領域の拡大を目指しており

ます。 

 

(2) 利益配分に関する基本方針 

 当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営課題の一つとして認識しており、業績並び

に内部留保の必要性を勘案したうえで、安定的な配当の維持・継続を基本方針としております。 

  

(3) 投資単価の引き下げに関する考え方及び方針等 

   当社の発行済株式数は、本日現在 120,654,716 株、単元株式数は 10 株となっており、当社の株

式売買件数増加による証券代行手数料は、非常に高額になっております。当社といたしましては、

このまま証券代行手数料として費用計上を行うより単元株式を引き上げ、経費を削減し、利益向上

させることが、株主様の利益につながると考えております。 

当社では、平成 18 年 11 月 24 日開催の当社取締役会において、平成 18 年 12 月開催予定の第 17

回定時株主総会での認可承認を条件として１単元を 10 株から 1,000 株に引き上げることを決議い

たしております。 

 

(4) 目標とする経営指標 

  当社グループは、経営資源の高収益事業への重点配分を進め、事業の深化・充実・拡大を目

指しており、収益性重視の観点からROE（株主資本当期純利益率）を目標とする経営指標とし、コ

スト削減と収益性の向上のため諸施策を推進してまいります。 

 

(5) 中長期的な経営戦略 

当社は、コア事業であるシステムソリューション事業において、ERPビジネスに集中的に資源の

投下を行うことにより、直接販売体制、間接販売体制を拡充し、内部統制、日本版SOX法対応機能

の充実を図り、事業収益性の高いERP事業に大きくシフトしていく経営の選択を致しました。 

当事業において最重要戦略商品となるべく平成18年３月に取得した純国産ERP『ISS-PACK』にお

いては、国内総販売代理店であるISS社の導入コンサル事業を営業譲渡で受入れ、大手コンピュー

タメーカーをはじめとする代理店網を整備してきたことにより、付加価値の高いビジネスモデルを

構築することが可能となりました。 

製造業、流通業をはじめ、卸売業、サービス業そして小売業までの中小企業向け市場に、「内部

統制機能」を含む、「経営が見える」を実現することで他社との差別化を図る基幹業務ソリュー

ションを提供して参ります。 

グループ全体といたしましては、収益性の見込める事業へ資源を集中し、「利益を生み出す体

質」への変換を図ることを目的として、今期より新規事業（ヒューマンリソース事業・ＥＲＰビ

ジネス事業・塗装事業・健康食品事業）を立ち上げ、今後のコアビジネスとして事業展開を図っ

てまいります。 

    また、平成18年11月１日付にて赤字部門であった自転車事業を譲渡し、同日、株式会社ペイント

ハウスとの間で、同社株主総会の決議承認及びニッポン・ニュー－・マーケット－「ヘラクレス」

に関する有価証券上場規程の特例第17条第１項第８号（不適当な合併等）に該当しないことを条件

に同社の塗装事業を譲受けることを決議いたしました。今後も財務体質の改善と収益力の向上を

図ってまいります。 
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(6) 会社の対処すべき課題 

      情報サービス産業につきましては、企業業績の回復に伴い、積極的な設備投資意欲に支えられ

好環境となってきています。しかしながら、企業のコスト削減意識は根強く、受注状況までの長

期化、納期の短期化に、業界内の激しい価格競争、受注競争も加わり、厳しいビジネス環境が予

想されます。 

    このような環境下、当社グループといたしましては、前期に引き続き収益性の高いコア事業に

集中し、事業の強化・深化を推進するとともに、新規事業の展開を図り、事業規模の拡大を目指

します。 

今後の対応として以下の内容を実行してまいります。 

① 採算性の向上 

収益性の高いコア事業に集中し、引き続きグループ全体のコスト削減を図ることで収益性の

向上に努めてまいります。 

② 新規事業の構築 

グループ全体の新規事業（ヒューマンリソース事業・ERPビジネス事業・塗装事業・健康食品

事業）に経営資源を効率的に活用し、事業拡販に注力してまいります。 

 

(7) 親会社に関する事項 

   当会社は、親会社等を有していないため、当項目に記載すべき事項はありません。 

 

(8) その他、会社の経営上重要な事項 

     該当事項はありません。 
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経 営 成経 営 成経 営 成経 営 成 績績績績    
 

(1) 当連結会計期間の経営成績 

    当連結会計期間におけるわが国経済は、原油・原材料の価格高騰などの懸念材料はあるものの、企

業収益の改善に伴う設備投資の増加や堅調な個人消費により、景気は緩やかな回復基調で推移して

おります。 

    情報サービス産業につきましては、企業業績の回復に伴い、積極的な設備投資意欲に支えられ好

環境となってきています。しかしながら、企業のコスト削減意識は根強く、受注状況までの長期化、

納期の短期化、業界内の激しい価格競争、受注競争も加わり、厳しいビジネス環境となっておりま

す。 

   このような経営環境のなかで、当社グループは、収益性の高いコア事業に集中し、事業の強化・

深化を推進するとともに、事業規模の拡大のための新たな収益として人材派遣事業等に取り組み、

採算性の向上に努めてまいりました。 

   以上の結果、当連結会計期間における連結業績は、売上高は12,576百万円（前年同期比110.7%

増）となりました。経常損益においては350百万円の経常利益（前連結会計期間は22百万の経常利

益）、当期純利益に関しては、604百万円の当期純利益（前連結会計期間は222百万の当期純損失）

となりました。 

 

［システムソリューション事業］ 

システムソリューション事業では、統合型業務ERP『ISS-PACK』を「最重要戦略商品」として、積極

的に大手エンジニアリング会社とパートナー契約を締結するなど第18期以降の売上高増に向け、販売基

盤の拡充に努めてまいりました結果、売上高は1,075百万円（前年同期比49.2%減）、営業損益は138百

万円の営業利益（前年同期比79.9%減）となりました。 

 

［人材派遣事業］ 

 人材派遣事業では、IT分野を中心とした人材派遣事業及び有料職業紹介事業を、今期から立ち上げ、

IT業界を主軸とした幅広い総合人材サービスを展開してまいりました結果、当期の売上高は131百万円

となりましたが、63百万円の営業損失となりました。 

 

「コンサルティング事業」 

  コンサルティング事業では、企業再生にかかわるコンサルティングを展開してまいりました結果、

当期の売上高は1,735百万円、営業損益は1,249百万円の営業利益となりました。 

 

［自転車事業］ 

 自転車事業では、「安心、安全」をコンセプトに高付加価値商品路線への事業転換を図る等、業績復

調の流れを確固たるものにすべく様々な施策を行ってまいりましたが、受注が販売計画を下回る状態が

続いており、また海外からの廉価な商品の流通、天然ゴムの高値継続や原油価格の上昇による原材料価

格の高騰等の影響も受け、売上高は1,781百万円（前年同期比48.1%減）、営業損益は552百万円の営業

損失（前連結会計期間は504百万円の営業損失）となりました。 

  なお、自転車事業につきましては、平成18年11月１日付にて福島丸石自転車工業株式会社に事業譲

渡いたしております。 

 

［木質住宅資材関連事業］ 

 木質住宅資材関連事業では、主要な製品である床材・アートフロア・建具・造作材等の製造・販売は

堅調に推移し、売上高は7,227百万円となりましたが、原材料の高騰もあり、営業損益は57百万円の営

業損失となりました。 
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［特許事業］ 

 特許事業（地図データ作成方法及びその装置（特許第2770097号）に関する過去の本特許抵触・侵害

に対する請求等）は、前期より係争中であり当期の売上はありません。（前連結会計期間の売上高は

417百万円、営業損益は270百万円の営業利益） 

 

［その他］ 

  その他の事業では、情報関連機器の保守サービスに加え、当連結会計期間より新たに塗装事業を展

開してまいりました結果、売上高は625百万円、営業利益は28百万となりました。 

 

（注） 1  人材派遣事業・コンサルティング事業については、当期より事業区分に新規追加したため前

年同期との比較は行っておりません。 

    2  木質住宅資材関連事業は、前連結会計年度（みなし取得日は平成17年８月31日）に新たに子

会社を取得したことに伴い、事業区分に新規追加したため、前年同期との比較は行っており

ません。 

    3  その他の事業は前連結会計年度の金額が軽微であったため前年同期との比較は行っておりま

せん。 

 

（営業損益） 

  営業損益は、利益率の高い事業の貢献、コスト削減を含むリストラクチャリング効果等により、595

百万円の営業利益（前年同期比31.3%増）となりました。 

 

（経常損益） 

  経常損益は、有利子負債の削減による支払利息の減少などにより350百万円の経常利益（前連結会計

期間は22百万円の経常利益）となりました。 

 

（当期純損益） 

  当期純損益は、遊休リース資産に対する減損損失を計上した一方で、所有固定資産の譲渡において

特別利益が発生したことにより604百万円の当期純利益（前連結会計期間は222百万円の当期純損失）

となりました。 

 

(2) 財政状態 

  

 ①資産、負債及び資本の状況 

 （イ）資産 

    流動資産は前連結会計年度末と比べて、33.3%増加し、5,711百万円となりました。これは短期

貸付金と未収入金の増加が大きな要因となっています。 

    固定資産はは前連結会計年度末と比べて、12.0%増加し、5,876百万円となりました。これは土

地の一部を売却したことによる減少があった一方で、ソフトウェアの取得による増加があったこ

とが大きな要因となっています。 

    この結果、総資産は前連結会計年度末と比べて、21.6%増加し11,587百万円となりました。 

  

 （ロ）負債 

     流動負債は前連結会計年度末と比べて、26.8%減少し、2,317百万円となりました。これは短期

借入金の返済による減少が大きな要因となっています。 

    固定負債は前連結会計年度末と比べて、38.5%減少し、1,498百万円となりました。これは長期

借入金の返済による減少が大きな要因となっています。 

    この結果、負債合計は前連結会計年度末と比べて、31.9%減少し3,815百万円となりました。 
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 （ハ）純資産 

     純資産は前連結会計年度末と比べて、98.7%増加し、7,772百万円となりました。主な増加要因

は、当期純利益が604百万円と増加したことや、増資による増加が3,409百万円あったことなどで

す。 

②キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計期間における連結ベースの現金及び現金等同等物（以下「資金」という。）は、前連

結会計年度末と比べ94百万円増加し、249百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果減少した資金は、188百万円（前連結会計期間は1,014百万円の減少）となりまし

た。 

 これは主に、棚卸資産の増加等によるものであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は、1,074百万円（前年同期比400.4%増）となりました。 

 これは主に、無形固定資産の取得並びに短期貸付金の増加等によるものであります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果増加した資金は、1,357百万円（前年同期比50.9%増）となりました。 

 これは、主に株式の発行による収入等によるものであります。 

 

 当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

時価ベース自己資本比率：株式時価総額／総資産 

 債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

 ※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

 ※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

 ※営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを

使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払ってい

る全ての負債を対象としております。また、利払いにつきましては、連結キャッシュ・フロー計算

書の利息の支払額を使用しております。 

 ※営業キャッシュ・フローがマイナスの為、債務償還年数、インタレスト・カバレッジ・レシオは計

算から除外してあります。 

 

(3) 事業等のリスク 

   当社グループの経営成績ならびに財政状態に影響を及ぼす可能性のあるリスクの主なものは以下

のとおりであります。 

   なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断し

たものであります。 

 

 Ⅰ）受注、開発上のプロジェクトリスク 

   当社グループが行うシステムの受託、開発においては、その品質、納期、コスト等のプロジェク

ト管理を徹底しておりますが、次のような事態により、当社グループの経営成績ならびに財政状態

に影響を及ぼす可能性がります。 

 平成16年９月期 平成17年９月期 平成18年９月期 

自己資本比率（％） 15.0 41.0 66.8 

時価ベース自己資本比率（％） 231.8 58.9 41.0 

債務償還年数（年） － － － 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － － － 
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① 当社グループが受注時に想定した以上の納期や検収時期の変更によりプロジェクトの収支悪化及

び売上計上の遅延により計画どおりの業績が確保できない場合があります。 

② 業務請負時には、工程毎に見積りを行いますが、案件の大型化に伴い、詳細なコストを算出する

ことに困難が生じることがあり、見積り額を実績額が上回ったときには、予定どおりの採算を確

保できない場合があります。 

③ 当社グループは、品質管理には万全を期しておりますが、当社グループの想定外の不具合が発生

した場合には、損害賠償の発生等、当社グループの経営成績ならびに財政状態に影響を及ぼす可

能性があります。 

 

Ⅱ）外部環境の変化 

   情報サービス産業におけるさらなる価格競争の激化、顧客企業の予算変更等の外部環境の変化

により当社グループの経営成績ならびに財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 

Ⅲ）情報管理 

   当社グループでは、顧客情報を取扱う場合があります。 

   当社グループでは、ISMSの認証取得等情報セキュリティ対策の強化に取り組んでおりますが、

顧客情報の漏洩事故等が発生した場合には、信用失墜や損害賠償により当社グループの経営成績

ならびに財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 

Ⅳ）資金調達 

   当社グループは、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、資金調達が計画通りに行えなかった場合には、当社グループの経営成績なら

びに財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 

 Ⅴ）訴訟について 

   当社グループは「地図データ作成方法及びその装置（特許番号第2770097号）」に関し、係争中

の訴訟があります。訴訟の行方によっては、本特許権等の評価の再検討をせざるを得ないものと

考えております。 

  

Ⅵ）監理ポスト割当 

   当社株式は、以下の理由により監理ポストに割当られております。今後の状況によっては、当

社グループの経営成績ならびに財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

   『ニッポン・ニュー・マーケット－「ヘラクレス」に関する有価証券上場規程，業務規程，信

用取引・貸借取引規程及び受託契約準則の特例の取扱い24(2)a(p) （上場会社がニッポン・

ニュー・マーケット－「ヘラクレス」に関する有価証券上場規程，業務規程，信用取引・貸借取

引規程及び受託契約準則の特例第17条第１項第10号a前段に該当する場合）に該当のため』 

 

 Ⅶ）人材の確保 

   システムソリューション事業においては、顧客の高度で高品質のニーズに応えるべく、優秀な

技術者の確保が必要なものと認識しております。 

   当社グループでは、人材の育成と実務能力の向上を目指し、教育制度を充実させるとともに、

パートナー制度により継続的な人材の確保に努めております。 

   しかしながら、情報サービス産業における優秀なITエンジニアの不足は深刻な問題となってお

り、当社グループが必要とする優秀な人材を確保できない場合、当社グループの経営成績ならび

に財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 



－  － 

 

 

11

    
３．業績３．業績３．業績３．業績予想予想予想予想    
  

平成19年９月中間期及び通期の連結業績、単体業績の見通しにつきましては、以下のとおり見込んで

おります。 
＜連結業績＞ 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

注１．増減率は、対前年同期比の増減率を表示いたしております。 

注２．自転車事業の譲渡により計上予定の特別損失290百万円を平成19年９月中間期に見込んでおります。 

   注３．塗装事業譲受けにおけるのれん代の償却年数は20年と決定し、平成19年９月中間期及び通期にてそれ 

ぞれ、50百万円を見込んでおります。 

＜単体業績＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注１．増減率は、対前年同期比の増減率を表示いたしております。 

 

［業績予想に関する留意事項］ 

上記の予想につきましては、本資料作成日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際

の業績はさまざまな要因によって、上記数値と異なる可能性があります 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成19年９月中間期 平成19年９月期通期  

 

項目 
予測数値 

（百万

円） 

構成比 

（％） 

増減率 

（％） 

予測数値 

（百万

円） 

構成比 

（％） 

増減率 

（％） 

売上高 6,000 100.0 △13.0 14,000 100.0 10.1 

経常利益 10 10.0 △1,850.0 350 2.5 0.0 

当期純利益 △270 － － 650 4.6 7.0 

平成19年９月中間期 平成19年９月期通期  

 

項目 
予測数値 

（百万

円） 

構成比 

（％） 

増減率 

（％） 

予測数値 

（百万

円） 

構成比 

（％） 

増減率 

（％） 

売上高 6,000 100.0 △13.0 14,000 100.0 10.1 

経常利益 10 10.0 △1,850.0 350 2.5 0.0 

当期純利益 △270 － － 650 4.6 7.0 

平成19年９月中間期 平成19年９月期通期  

 

項目 
予測数値 

（百万

円） 

構成比 

（％） 

増減率 

（％） 

予測数値 

（百万

円） 

構成比 

（％） 

増減率 

（％） 

売上高 1,500 100.0 24.6 3,500 100.0 49.5 

経常利益 30 2.0 △82.3 200 5.7 △54.7 

当期純利益 30 2.0 △95.7 800 22.8 △34.5 
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連 結 財 務 諸 表連 結 財 務 諸 表連 結 財 務 諸 表連 結 財 務 諸 表 等等等等    
 
１【連結財務諸表等】 

(1)【連結財務諸表】 

①【連結貸借対照表】 

  
前連結会計年度 

（平成17年９月30日） 
当連結会計年度 

（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 ※2  305,280   400,678  

２．受取手形及び売掛金 ※2  1,820,230   1,415,170  

３．たな卸資産 ※2  1,537,525   1,647,482  

４．未収入金   －   1,329,917  

３．短期貸付金   －   756,839  

４．繰延税金資産   －   11,581  

５．その他   653,442   254,261  

貸倒引当金   △32,153   △104,368  

流動資産合計   4,284,325 44.9  5,711,563 49.3 

Ⅱ 固定資産        

１．有形固定資産        

(1) 建物及び構築物 ※2 745,682   655,941   

減価償却累計額  △213,316 532,366  △225,207 430,733  

(2) 機械装置及び運搬具  364,454   373,938   

減価償却累計額  △179,940 184,513  △209,295 164,643  

(3) 土地 ※2  2,549,873   1,978,597  

(4) その他  87,542   117,728   

減価償却累計額  △62,729 24,812  △86,001 31,727  

有形固定資産合計   3,291,566 34.5  2,605,702 22.5 
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前連結会計年度 

（平成17年９月30日） 
当連結会計年度 

（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
（％） 

２．無形固定資産        

 (1) 営業権   213,600   －  

(2) のれん   －   17,724  

(3) 特許権等   930,456   795,932  

(4) ソフトウェア   170,062   1,307,530  

(5) 連結調整勘定   10,701   －  

(6) 販売権   －   284,166  

(7) その他   16,871   184,821  

無形固定資産合計   1,341,691 14.1  2,590,175 22.4 

３．投資その他の資産        

(1) 投資有価証券 ※1,2  120,632   67,470  

(2) 長期貸付金   8,915   8,681  

(3) 繰延税金資産   －   203,176  

(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 

  460,527   474,705  

(5) その他   474,995   398,763  

貸倒引当金   △449,332   △472,311  

投資その他の資産合計   615,737 6.5  680,485 5.9 

固定資産合計   5,248,995 55.1  5,876,363 50.7 

資産合計   9,533,321 100.0  11,587,926 100.0 

        

 

 



－  － 
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前連結会計年度 

（平成17年９月30日） 
当連結会計年度 

（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．支払手形及び買掛金 ※2  464,619   958,717  

２．短期借入金 ※2  1,193,210   63,214  

３．１年以内返済予定長期借入
金 

※2  209,870   356,628  

４．未払金   408,374   448,496  

５．未払法人税等   76,946   34,917  

６．その他   810,794   455,316  

流動負債合計   3,163,817 33.2  2,317,290 20.0 

Ⅱ 固定負債        

１．社債   10,000   10,000  

２．長期借入金 ※2  2,297,692   1,401,586  

３．退職給付引当金   67,632   70,849  

４．繰延税金負債   42,511   －  

５．その他   18,550   16,056  

固定負債合計   2,436,386 25.5  1,498,491 12.9 

負債合計   5,600,204 58.7  3,815,782 32.9 

（少数株主持分）        

少数株主持分   20,876 0.3  － － 

（資本の部）        

Ⅰ 資本金 ※5 
 

1,955,018 20.5 
 

－ － 

Ⅱ 資本剰余金 
  

2,168,542 22.7 
 

－ － 

Ⅲ 利益剰余金 
  

△214,532 △2.2 
 

－ － 

Ⅳ その他有価証券評価差額金 
  

3,301 0.0 
 

－ － 

Ⅴ 自己株式 
  

△88 △0.0 
 

－ － 

資本合計 
  

3,912,240 41.0 
 

－ － 

負債、少数株主持分及び 
資本合計 

 
 

9,533,321 100.0 
 

－ － 

        



－  － 
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前連結会計年度 

（平成17年９月30日） 
当連結会計年度 

（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 ※5  －   3,659,635  

２．資本剰余金   －   3,873,160  

３．利益剰余金   －   206,346  

４．自己株式   －   △110  

株主資本合計   － －  7,739,032 66.8 

Ⅱ 評価・換算差額等        

その他有価証券評価差額金    －   △69  

評価・換算差額等合計   － －  △69 0.0 

Ⅲ 新株予約権   － －  15,000 0.1 

Ⅳ 少数株主持分   － －  18,180 0.2 

純資産合計   － －  7,772,143 67.1 

負債純資産合計   － －  11,587,926 100.0 

        



－  － 
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②【連結損益計算書】 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

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） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％） 

金額（千円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高   5,968,038 100.0  12,576,774 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※2  3,984,492 66.8  9,286,662 73.8 

売上総利益   1,983,545 33.2  3,290,111 26.2 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,2  1,529,713 25.6  2,694,371 21.5 

営業利益   453,832 7.6  595,740 4.7 

Ⅳ 営業外収益        

１．受取利息  5,114   6,116   

２．受取配当金  645   1,618   

３．受取賃借料  8,186   36,335   

４．保険返戻金  10,236   4,545   

５．連結調整勘定償却額  450   －   

６．負ののれん償却額  －   33,502   

７．その他  41,007 65,639 1.1 31,403 113,521 0.9 

Ⅴ 営業外費用        

１．支払利息  96,652   86,862   

２．新株発行費  109,454   64,246   

３．持分法による投資損失  8,318   1,668   

４．貸倒引当金繰入額  8,295   3,736   

５．手形売却損  －   70,255   

６．営業外リース料  248,989   100,715   

７．その他  25,189 496,899 8.3 31,772 359,257 2.8 

経常利益   22,571 0.4  350,004 2.8 

Ⅵ 特別利益        

１．固定資産売却益 ※3 －   752,279   

２．貸倒引当金戻入益  50,717   4,917   

３．投資有価証券売却益  6,398   3,388   

４．債務免除益 ※4 148,000   －   

５．債権譲渡益 ※5 231,000   －   

６．子会社株式受入益  390,426   －   

７．違約金収入  150,000   －   

８．代理店契約料  －   150,000   

９．その他 ※6 109,462 1,086,005 18.2 24,176 934,762 7.4 

        



－  － 
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前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

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） 

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 ※7 61,567   16,912   

２．固定資産除却損 ※8 81,864   3,812   

３．前渡金償却  3,522   －   

４．投資有価証券評価損  4,328   29,228   

５．投資有価証券売却損  3,263   509   

６．退職給付会計適用に伴う 
変更時差異償却 

 28,851   －   

７．棚卸資産評価損  73,639   59,189   

８．前期損益修正損 ※9 12,080   7,678   

９．貸倒引当金繰入額  253,361   106,825   

10．減損損失 ※10 －   257,381   

11．株式併合費用  246,386   －   

12．事業再構築費用 ※11 191,734   353,236   

13．その他 ※12 404,484 1,365,083 22.9 80,993 915,768 7.3 

税金等調整前当期純利益又は
税引等調整前当期純損失(△) 

  △256,506 △4.3  368,998 2.9 

法人税、住民税及び事業税  16,496   13,611   

法人税等調整額  3,506 20,002 0.3 △246,302 △232,691 △1.8 

少数株主損失   53,736 0.9  2,610 0.0 

当期純利益又は 
当期純損失(△) 

  △222,772 △3.7  604,300 4.7 

        



－  － 
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③【連結剰余金計算書】 

  
前連結会計年度 

（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） 

（資本剰余金の部）    

Ⅰ 資本剰余金期首残高   4,055,021 

Ⅱ 資本剰余金増加高    

  １．増資による新株式の発行  1,585,018 1,585,018 

Ⅲ 資本剰余金減少高    

  １．資本準備金取崩による減少高  3,471,497 3,471,497 

Ⅳ 資本剰余金期末残高   2,168,542 

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ 利益剰余金期首残高   △22,412,175 

Ⅱ 利益剰余金増加高    

 １．減資による填補額  18,969,428  

 ２．資本準備金取崩による増加高  3,471,497 22,440,925 

Ⅲ 利益剰余金減少高    

  １．当期純損失  222,772  

  ２．連結子会社減少による減少高  20,510 243,282 

Ⅳ 利益剰余金期末残高   △214,532 

    

 



－  － 
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④ 【連結株主資本等変動計算書】 

 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) 

 

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 

平成17年９月30日残高(千円) 1,955,018 2,168,542 △214,532 △88 3,908,938 

連結会計年度中の変動額      

 新株の発行 1,704,617 1,704,617   3,409,235 

 剰余金の配当   △183,421  △183,421 

 当期純利益   604,300  604,300 

 自己株式の取得    △21 △21 

連結会計年度中の変動額合計 
(千円) 

1,704,617 1,704,617 420,879 △21 3,830,093 

平成18年９月30日残高(千円) 3,659,635 3,873,160 206,346 △110 7,739,032 

 

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 
少数株主 

持分 
純資産合計 

平成17年９月30日残高(千円) 3,301 3,301   3,912,240 

連結会計年度中の変動額      

 新株の発行     3,409,235 

 剰余金の配当     △183,421 

 当期純利益     604,300 

 自己株式の取得     △21 

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額) 

 △3,370 △3,370 15,000 18,180 29,810 

連結会計年度中の変動額合計 
(千円) 

    △3,370 △3,370 15,000 18,180 3,859,903 

平成18年９月30日残高(千円) △69 △69 15,000 18,180 7,772,143 



－  － 
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

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） 

区分 注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

   

税金等調整前当期純損益  △256,506 368,998 

連結調整勘定償却  450 － 

のれん償却額  － 84,976 

持分法による投資損失  8,318 1,668 

減価償却費  287,398 167,329 

特許権償却額  － 134,523 

投資有価証券評価損  4,328 29,228 

退職給付引当金の増減額  △88,892 3,216 

貸倒引当金の増減額  △175,745 95,193 

受取利息及び受取配当金  △5,759 △7,734 

支払利息  96,652 86,862 

投資有価証券評価損  － 29,228 

投資有価証券売却益  △6,398 △3,388 

投資有価証券売却損  3,263 509 

固定資産売却益  － △752,279 

固定資産売却損  61,567 16,912 

固定資産除却損  81,864  3,812  

債務免除益  △148,000 － 

子会社株式受入益  △390,426 － 

売上債権の増減額  △511,122 △826,260 

棚卸資産の増減額  276,500 △109,956 

減損損失  － 257,381 

新株発行費  － 64,246 

手形売却損  － 70,255 

営業外リース料  － 100,715 

受入賃借料  － △36,335 

保険返戻金  － △4,545 

代理店契約料  － △150,000 

前期損益修正損  － 7,678 

事業再構築費用  － 353,236 



－  － 
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前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

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） 

区分 注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

仕入債務の増減額  △475,376 494,097 

未払消費税等の減少額  － △52,079 

その他  365,625 △99,347 

小計  △872,259 298,917 

利息及び配当金の受取額  11,641 10,507 

利息の支払額  △134,371 △95,712 

新株発行費支払額  － △46,082 

事業再構築費用支払額  － △325,236 

法人税等の支払額  △19,470 △72,443 

その他  － 41,569 

営業活動による 
キャッシュ・フロー  △1,014,459  △188,480  

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  △150,400 △1,200 

投資有価証券の取得による 
支出  △35,360 － 

投資有価証券の売却による 
収入  48,318 － 

有形固定資産の取得による 
支出  △67,926 △101,705 

有形固定資産の売却による 
収入 

 95,601 140,001 

無形固定資産の増加による 
支出 

 △87,318 △447,444 

投資有価証券の売却による収入  － 23,753 

短期貸付金の純増減額  － △711,870 

短期・長期貸付金の貸付に 
よる支出 

 △42,500 － 

短期・長期貸付金の回収に 
よる収入 

 56,592 233 

連結範囲の変更を伴う子会社 
株式の売却  4,410 － 

連結範囲の変更を伴う子会社 
株式の取得  △69,815 － 

その他  △19,984 23,618 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △268,381 △1,074,612 

 



－  － 
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前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

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） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

   

短期借入金の純増減額  △571,837 △236,942 

長期借入金の返済による 
支出  △578,444 △1,213,349 

配当金の支払額  － △183,421 

少数株主への配当の支払額  △75 △75 

自己株式の取得による支出  △88 △21 

増資による収入  2,050,000 2,926,100 

その他  － 65,000 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 899,554 1,357,290 

    

Ⅳ 現金及び現金同等物の 
増減額 

 △383,287 94,197 

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
期首残高 

 538,167 154,880 

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
期末残高 

 154,880 249,078 

    

 



－  － 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

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．連結の範囲に関する事項 子会社はすべて（５社）連結しておりま

す。 

・ユアサ建材工業株式会社 

・株式会社丸石サイクル 

・福島丸石自転車工業株式会社 

・丸石自転車北海道販売株式会社 

・丸石サイクル瀬戸内販売株式会社 

 

（新規 １社） 

 ユアサ建材工業株式会社については、

当連結会計年度における株式の取得に伴

い、当連結会計年度より連結の範囲に含

めております。ただし、みなし取得日が

平成17年８月31日（子会社決算日）であ

るため貸借対照表のみを連結しておりま

す。 

 

（除外 １社） 

 PRIME GLOBAL SOLUTIONS,INC.につい

ては、当連結会計年度において所有する

全株式を売却したため、損益計算書を除

き連結の範囲から除外しております。 

子会社はすべて（５社）連結しておりま

す。 

・ユアサ建材工業株式会社 

・株式会社丸石サイクル 

(新会社名㈱ペンタくん) 

・福島丸石自転車工業株式会社 

・丸石自転車北海道販売株式会社 

・丸石サイクル瀬戸内販売株式会社 

 

（新規 １社） 

     ―――――― 

 

 

 

 

 

 

 

（除外 １社） 

     ―――――― 

２．持分法の適用に関する事

項 

(1) 持分法適用の関連会社数 １社 

・オニックス･ソフトウェア株式会社 

 

(1) 持分法適用の関連会社数 １社 

・オニックス･ソフトウェア株式会社 

 (2) 持分法の適用にあたり、発生した投

資差額は、発生日以降５年間で均等償

却しております。 

(3) 持分法適用会社であるオニックス・ 

ソフトウェア株式会社の決算日は12月 

 31日であるため、中間決算日（平成16 

 年６月30日）現在の財務諸表を使用し 

 ております。 

(2) 持分法の適用にあたり、発生した投

資差額は、発生日以降５年間で均等償

却しております。 

(3) 持分法適用会社であるオニックス・ 

ソフトウェア株式会社の決算日は12月 

 31日であるため、中間決算日（平成17 

 年６月30日）現在の財務諸表を使用し 

 ております。 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

連結子会社のうちユアサ建材工業株式

会社の決算日は、8月31日であります。 

連結財務諸表の作成に当たっては、同

日現在の財務諸表を使用し、連結決算日

との間に生じた重要な取引については、

連結上必要な調整を行っております。 

なお、株式会社丸石サイクル、福島丸

石自転車工業株式会社、丸石自転車北海

道販売株式会社、丸石サイクル瀬戸内販

売株式会社については、当連結会計年度

より決算日を9月30日に変更しておりま

す。 

連結子会社のうちユアサ建材工業株式

会社の決算日は、8月31日であります。 

連結財務諸表の作成に当たっては、同

日現在の財務諸表を使用し、連結決算日

との間に生じた重要な取引については、

連結上必要な調整を行っております。 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

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） 

４．会計処理基準に関する事

項 

  

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

イ．有価証券 

(a) 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 

イ．有価証券 

(a) 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 

 ロ．デリバティブ 

 時価法 

ロ．デリバティブ 

 時価法 

 ハ．棚卸資産 

(a) 商品 

  移動平均法による原価法 

(b) 製品・仕掛品 

  ・自転車製造及び木質住宅 

  関連資材製品 

  移動平均法による原価法 

  ・上記以外 

  個別法による原価法 

(c) 原材料 

  ・自転車製造及び木質住宅 

  関連資材製品 

  移動平均法による原価法 

  ・上記以外 

  総平均法による原価法 

 

ハ．棚卸資産 

(a) 商品 

  移動平均法による原価法 

(b) 製品・仕掛品 

  ・自転車製造及び木質住宅 

  関連資材製品 

  移動平均法による原価法 

  ・上記以外 

  個別法による原価法 

(c) 原材料 

  ・自転車製造及び木質住宅 

  関連資材製品 

  移動平均法による原価法 

  ・上記以外 

  総平均法による原価法 

 

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

イ．有形固定資産 

当社及び国内連結子会社は、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。在外連結子会社は定額法。 

主な耐用年数は、以下のとおりであ

ります。 

建物        ３年～50年 

機械装置及び運搬具 ４年～10年 

イ．有形固定資産 

当社及び国内連結子会社は、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。 

建物及び構築物   ３年～50年 

機械装置及び運搬具 ４年～10年 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

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） 

 ロ．無形固定資産 

 (a) 営業権   ５年（均等償却） 

 (b) 特許権等  ８年（定額法） 

 (c) ソフトウェア 

  当社及び国内連結子会社は、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。在外子会社は所在地国の

会計基準の規程に基づく定額法に

よっております。 

ロ．無形固定資産 

同左 

 

(3) 重要な引当金の計上基

準 

イ．貸倒引当金 

当社及び国内連結子会社は、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。在外連結子

会社については、個別の債権の回収可

能性を勘案した所要見積額を計上して

おります。 

イ．貸倒引当金 

同左 

 ロ．賞与引当金 

当社及び国内連結子会社は、従業員

の賞与の支払に充てるため、支払見込

額を計上しております。 

ロ．賞与引当金 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

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） 

 ハ．退職給付引当金 

当社及び国内連結子会社は、従業員

の退職給付に備えるため、当連結会計

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、当社の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、当連結会計年度より簡便法の適用

を受けており、前連結会計年度までに

発生した数理上の差異（63,932千円）

は、当連結会計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、当連結会計年度末自己都合要

支給額から年金資産額を控除しており

ます。 

ハ．退職給付引当金 

当社及び国内連結子会社は、従業員

の退職給付に備えるため、当連結会計

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、

当連結会計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。 

(4) 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、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。なお、

在外子会社等の資産及び負債、収益及び

費用は決算日の直物為替相場により円貨

に換算し、換算差額は資本の部における

為替換算調整勘定に含めております。 

 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。 

(5) 重要なリース取引の処

理方法 

 連結会社は、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 

(6) 重要なヘッジ会計の方

法 

イ．ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっております。

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変動リスクに対

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 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

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） 

 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 

(6) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

 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 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価方法

は、全面時価評価法によっております。 

同左 

６．連結調整勘定の償却に関

する事項 

 連結調整勘定の償却については、５年

間の均等償却を行っております。 

同左 

７．利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

 連結剰余金計算書は、連結会社の利益

処分について連結会計年度中に確定した

利益処分に基づいて作成しております。 

同左 

８．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

 連結キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金（現金及び現金同等物）は、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 
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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） 

 当連結会計年度から「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257,381千円減

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） 

 当連結会計年度から「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

7,738,963千円であります。  

 連結財務諸表規則の改正による連結貸借対照表の表

示に関する変更は以下のとおりであります。  

１ 前連結会計年度における「資本の部」は、当連結

会計年度から「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 前連結会計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

当連結会計年度においては「株主資本」の内訳科目

として表示しております。 

３ 前連結会計年度において「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、当連結会計年度から「評価・換算差額等」の内

訳科目として表示しております。 
――――――― （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） 

 当連結会計年度から、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 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）

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、連結財務諸表規則の改正による連結貸借対照

表の表示に関する変更は以下のとおりであります。 

前連結会計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、当連結会計年度から「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。  
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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） 

――――――― （ストック・オプション等に関する会計基準） 

 当連結会計年度より、「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） 

１「未収入金」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、前連結会計年度の「未収入金」の金額は、

308,998千円であります。 

２「短期貸付金」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、前連結会計年度の「短期貸付金」の金額は、

44,969千円であります。 

３ 前連結会計年度まで「連結調整勘定」及び「営業

権」として掲記しておりましたものは、改正後の連結

財務諸表規則を適用し、当連結会計年度より「のれ

ん」として掲記することにいたしました。 

         ―――――― 

 

（連結損益計算書）  

 前連結会計年度まで「連結調整勘定償却額」として掲

記しておりましたものは、改正後の連結財務諸表規則を

適用し、当連結会計年度より「負ののれん償却額」とし

て掲記することにいたしました。  
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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 

         ―――――― 

 

（連結キャッシュ・フロー計算書）  

１  前連結会計年度まで「連結調整勘定償却額」として

掲記しておりましたものは、改正後の連結財務諸表規

則を適用し、当連結会計年度より「のれん償却額」と

して掲記することにいたしました。 

２ 前連結会計年度まで営業権の償却額及び特許権の償

却額を「減価償却費」に含めて記載しておりました

が、改正後の連結財務諸表規則を適用し、当連結会計

年度よりそれぞれ「のれん償却額」及び「特許権償却

額」として掲記することにいたしました。 

  なお、前連結会計年度において「減価償却費」に含

めた営業権の償却額は130,430千円、特許権の償却額

は134,523千円であります。 

３ 前連結会計年度では新株発行費を「その他」に含め

て記載しておりましたが、当連結会計年度より新株発

行費として掲記することにいたしました。 

  なお、前連結会計年度において「その他」に含めた

新株発行費は109,454千円であります。 

４ 前連結会計年度では営業外リース料を「その他」に

含めて記載しておりましたが、当連結会計年度より営

業外リース料として掲記することにいたしました。 

  なお、前連結会計年度において「その他」に含めた

営業外リース料は248,989千円であります。 

５ 前連結会計年度では受入賃借料を「その他」に含め

て記載しておりましたが、当連結会計年度より受入賃

借料料として掲記することにいたしました。 

  なお、前連結会計年度において「その他」に含めた

受入賃借料は8,186千円であります。 

６ 前連結会計年度では保険返戻金を「その他」に含め

て記載しておりましたが、当連結会計年度より保険返

戻金として掲記することにいたしました。 

  なお、前連結会計年度において「その他」に含めた

保険返戻金は10,236千円であります。 

７ 前連結会計年度では事業再構築費用を「その他」に

含めて記載しておりましたが、当連結会計年度より事

業再構築費用として掲記することにいたしました。 

  なお、前連結会計年度において「その他」に含めた

事業再構築費用は191,374千円であります。 
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注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（平成18年９月30日） 

※１．関係会社に対するものは次のとおりであります。 ※１．       ―――――― 
 

投資有価証券（株式） 1,668千円 

  

  
  

 
  

  

  
  

※２．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。 

※２．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。 
 

現金及び預金 150,000千円 

商品 51,378 

受取手形 121,576 

建物 374,379 

土地 

投資有価証券 

2,246,419 

12,334 

計 2,956,087 

上記の他、連結財務諸表提出会社が保有する連結子

会社株式（個別財務諸表上の帳簿価額473,140千円）に

ついて担保に供しております。 

 
定期預金 150,000千円 

商品 32,098 

受取手形 8,512 

建物 287,788 

土地 

投資有価証券 

1,825,908 

54,519 

計 2,358,827 

上記の他、連結財務諸表提出会社が保有する連結子

会社株式（個別財務諸表上の帳簿価額473,140千円）に

ついて担保に供しております。 

  

担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。 
 

買掛金 164,242千円

短期借入金 471,500 

１年以内返済予定長期借入金 448,729 

長期借入金 1,553,796 

計 2,638,268 

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。 

 
買掛金 307,322千円

１年以内返済予定長期借入金 1,401,586 

長期借入金 356,628 

計 2,065,536 

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。 

３．保証債務 

次の取引先について、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．受取手形割引高 

  受取手形裏書譲渡高 

  売上債権譲渡高 

360,892千円 

  55,889 

  209,787 

４．受取手形割引高 

  受取手形裏書譲渡高 

  売上債権譲渡高 

 連結会計期間末日満期手形の会計処理 

  連結会計期間末日満期手形の会計処理については、

満期日に決済が行われたものとして処理しておりま

す。 

  なお、当連結会計期間末日が金融機関の休日であっ

たため、以下の連結会計期間末日満期手形が、当連

結会計期間末残高から除かれております。 

     受取手形           1,484千円 

180,098千円 

 657,270 

  485,861 
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前連結会計年度 
（平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（平成18年９月30日） 

※５．資本金の増減要因 

前連結会計年度末からの資本金の増減要因は以下の

とおりであります。 

※５．資本金の増減要因 

前連結会計年度末からの資本金の増減要因は以下の

とおりであります。 
   

新株予約権の行使 1,025,000千円

デットエクイティスワップ 560,018 

未処理損失解消の為の減資 △18,969,428 

計 △17,384,410 
 

   
新株予約権の行使 1,478,900千円

デット・エクイティ・スワップ 225,717  

      ―     － 

計 △1,704,617 
 

 ６．株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内訳 

株式の取得により新たにユアサ建材工業株式会社を

連結子会社としました。当該会社の主な資産と負債の

内訳は次のとおりであります。 

 ６．        ―――――― 

 （平成17年８月31日現在） 

流動資産  

 現金及び預金 197,192千円 

 受取手形及び売掛金 792,889 

 棚卸資産 994,114 

 その他 167,511 

有形固定資産  

 建物 314,003 

 機械装置及び運搬具 165,122 

 土地 2,349,032 

 その他 3,598 

無形固定資産  

 ソフトウェア  422 

 その他 1,923 

投資その他の資産  

 投資有価証券 17,444 

 その他 43,926 

      資産合計 5,047,183 

  

流動負債  

 支払手形及び買掛金 660,289千円 

 短期借入金 70,000 

 １年以内返済予定長期借入金 190,128 

 未払金 525,000 

 未払費用 579,905 

 未払法人税等 52,511 

 前受金 301,522 

 その他 10,652 

固定負債  

 長期借入金 2,237,531 

負債合計 4,627,540 
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  （連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

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．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 
 

給与手当 371,136千円

地代家賃 125,322 

運送費 158,290 

リース料 53,586 

貸倒引当金 20,619 

業務委託費 159,748 

広告宣伝費 99,194 

販売促進費 38,282 

連結調整勘定償却 39,783 
  

 

広告宣伝費 105,234千円

販売促進費 89,082 

見本費 49,040 

運送費 457,171 

役員報酬 63,927 

給与手当 725,571 

法定福利費 75,180 

福利厚生費 45,875 

旅費交通費 81,305 

通信費 45,431 

地代家賃 118,682 

リース料 116,251 

減価償却費 128,269 

貸倒引当金繰入額 4,666 

租税公課 80,895 

業務委託費 195,148 

支払手数料 68,199 

連結調整勘定償却 43,599 

雑費 71,309 
  

※２．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費 

※２．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費 
 

 15,085千円 
  

 
 712千円 

  

※３．       ――――――― ※３．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 

車両運搬具 377 

 752,279 
 

※４．債務免除益の内訳は次のとおりであります。 ※４．       ――――――― 
 

買掛金 148,000千円 
 

 
  

 

※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．特別利益「その他」の内訳は次のとおりでありま

す 

※６．特別利益「その他」の内訳は次のとおりでありま

す 
 

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 

その他 876 

計 24,176 
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前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

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） 

※７．固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 ※７．固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 
 

建物 32,800千円 

土地 28,767 

計 61,567 

  

  
 

 

建物 10,521千円 

土地 6,391 

計 16,912 

  

  
 

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

建物 54,855千円 

機械装置及び運搬具 1,093 

その他（有形固定資産） 8,050 

ソフトウェア 17,865 

計 81,864 
  

 

建物及び構築物 3,209千円 

機械装置及び運搬具 181 

その他（有形固定資産） 422 

ソフトウェア － 

計 3,812 
  

※９．前期損益修正損の内訳は次のとおりであります。 ※９．前期損益修正損の内訳は次のとおりであります。 
 

過年度消費税訂正 5,584千円 

過年度源泉税訂正 

その他 

3,555 

2,940   

計 12,080 
  

 
過年度消費税訂正 7,500千円 

過年度源泉税訂正 

その他 

－ 

178   

計 7,678 
  

※10．       ――――――― ※10．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 

  

自転車事業譲渡による 

償却営業権 

140,000 

  

計 257,381 
 

 

（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。 
  



－  － 

 

 

36

 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

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） 

※11．       ――――――― ※11．特別損失の内、事業再構築費用には営業所の閉鎖

費用及び事業売却に伴う損失が含まれております。 
 

  

  

  
  

 

営業所の閉鎖費用 146,839千円 

事業閉鎖に伴う損失 206,397千円 

計 353,236千円 
  

※12．特別損失の「その他」の内訳は次のとおりであり

ます。 

※12．特別損失の「その他」の内訳は次のとおりであり

ます。 
 

債務保証損失引当金繰入額 31,250千円 

金利スワップ解約料 

和解金 

営業権譲受費用 

財務委託費 

事務所移転費用 

財務仲介手数料 

未使用分リース料 

その他 

22,322 

45,000 

67,000 

82,000 

38,484 

35,000 

30,011 

53,416 

計 404,484 
  

 

債務保証損失引当金繰入額 －千円 

金利スワップ解約料 

和解金 

営業権譲受費用 

財務委託費 

事務所移転費用 

財務仲介手数料 

未使用分リース料 

事業買収に係るコンサルティ

ング費用 

その他 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

20,000 

 

60,993 

計 80,993 
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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。 

    平成18年9月1日、第4回及び第5回の発行済新株予約権183個を無償にて買入償却を行っております。 

   

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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 （連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

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．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

（平成17年９月30日現在） 

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

（平成18年９月30日現在） 
 

現金及び預金勘定 305,280千円 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △150,400 

現金及び現金同等物 154,880 
    
２．株式の取得により新たに連結子会社となった会社

の資産及び負債の主な内訳 

株式の取得により新たにユアサ建材工業株式会社

を連結子会社といたしました。当該会社の主な資産

と負債の内訳は次のとおりであります。 

 

流動資産 2,151,708千円 

固定資産 2,895,474 

 資産合計 5,047,183 

流動負債 2,390,008 

固定負債 2,237,531 

 負債合計 4,627,540 

 

３．株式の売却により連結子会社でなくなった会社の

資産及び負債の主な内訳 

株式の売却によりPRIME GLOBAL SOLUTIONS,INC.を

連結の範囲から除外したことに伴い、除外された資

産及び負債の主な内訳は次のとおりであります。 
 
 

  （平成17年３月31日現在） 

流動資産 16,347千円 

固定資産 713 

 資産合計 17,060 

流動負債 27,737 

固定負債 － 

 負債合計 27,737 
 

 
現金及び預金勘定 400,678千円 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △151,600 

現金及び現金同等物 249,078 
    

２．       ――――――― 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

３．      ――――――― 
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前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

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） 

４．重要な非資金的取引の主な内訳 
  
 ①デット・エクイティ・スワップによる 
 

資本金増加額 

資本準備金増加額 

  560,018千円 

560,018千円 

 ②平成17年5月31日開催の臨時株主総会において承認  

  可決された未処理損失解消の為の資本金および資本 

  準備金の取り崩し 

  資本金減少額          18,969,428千円 

  資本準備金減少額         4,285,021千円 

４．重要な非資金的取引の主な内訳 
  
 ①デット・エクイティ・スワップによる 
 

資本金増加額 

資本準備金増加額 

  225,717千円 

225,717千円 

 ②相殺取引 
 

売掛金減少 

無形固定資産増加 

  1,205,700千円 

1,205,700千円 

 ③未決済取引 
 

有形固定資産売却 

未収入金増加 

  1,285,632千円 

1,285,632千円 
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 （セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度（自 平成16年10月１日 至 平成17年９月30日） 

 

システムソ
リューション

事業 
（千円） 

自転車事業 
（千円） 

木質住宅資材 
関連事業 
（千円） 

特許事業 
（千円） 

その他 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は 
全社 

（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ 売上高及び 
  営業利益 

  
 

     

売上高         

(1) 外部顧客に対
する売上高 

2,119,432 3,431,177 － 417,000 429 5,968,038 － 5,968,038 

(2) セグメント
間の内部売
上高又は振
替高 

12,000 － － － 53,020 65,020 (65,020) － 

計 2,131,432 3,431,177 － 417,000 53,449 6,033,058 (65,020) 5,968,038 

営業費用 1,443,440 3,935,667 － 146,523 53,594 5,579,225 (65,020) 5,514,205 

営業利益又は 
営業損失(△) 

687,992 △504,490 － 270,476 △145 453,832 － 453,832 

Ⅱ 資産、減価 
  償却費及び 
  資本的支出 

        

資産 1,886,309 2,251,887 4,447,183 930,456 165,915 9,681,753 △148,431 9,533,321 

減価償却費 29,433 123,440 － 134,523 － 287,398 － 287,398 

資本的支出 75,886 49,358 － － － 125,245 － 125,245 

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

事業区分 主要商品 

システムソリューション事業 
システム企画・設計・構築、業務コンサルティング、アウトソーシング業務

受託、受託計算業務、システム運用管理業務、画像圧縮技術の開発販売 

自転車事業 自転車及びその附属品の製造販売 

木質住宅資材関連事業 木質住宅資材関連製品の製造・販売等 

特許事業 
「地図データ作成方法及びその装置」（特許番号 第2770097号）に係る損害

賠償請求権の売却 

その他 情報関連機器の保守サービス、経営に関する相談・診断指導業務等 

３．事業区分の変更 

①前連結会計期間（みなし取得日は前連結会計年度の末日）に新たに子会社を取得したことに伴い、自

転車事業ならびに特許事業を事業区分に新規追加しております。 

②当連結会計期間に新たに子会社を取得したことに伴い、木質住宅建材関連事業を事業区分に新規追加

しております。尚、みなし取得日が平成17年８月31日であるため、資産の額のみ記載しております。 

③前連結会計期間まで事業区分に含めていたマルチメディア関連事業ならびにその他事業については、

当該事業を推進していた株式会社アットマークの全株式を前連結会計期間に売却したため、当連結会

計期間より、マルチメディア関連事業は除外、その他事業については上記「（注）２．各区分に属す

る主要な製品」に記載の内容で分類しております。 

④前連結会計期間まで事業区分に含めていた情報関連機器事業については、当該事業を前連結会計期間

に営業譲渡したため、当連結会計期間より事業区分から除外しております。 

⑤前連結会計期間まで事業区分に含めていたＥＲＰ関連事業については、当該事業の縮小に伴い、当連

結会計期間よりシステムソリューション事業に含めて記載しております。 



－  － 
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４．前連結会計期間まで消去または全社の項目に含めていた配賦不能営業費用および全社資産については、

当連結会計期間より当社事業がシステムソリューション事業に一本化されたため、その他事業に配分し

たものを除き、システムソリューション事業に直接配分しております。 



－  － 
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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） 

 

システム
ソリュー
ション事

業 
（千円） 

 
人材派遣

事業 
（千円） 

 
コンサル

ティング事
業 

（千円） 

自転車事
業 

（千円） 

木質住宅
資材 

関連事業 
（千円） 

特許事業 
（千円） 

その他 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又
は全社 
（千
円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ 売上高及び 
  営業利益 

 

  

 

 

     

売上高  
  

       

(1) 外部顧客に対
する売上高 

1,075,787 131,219 1,735,714 1,781,095 7,227,774 － 625,183 12,576,774 － 12,576,774 

(2) セグメント
間の内部売
上高又は振
替高 

74,689 70,917 49,500 － － － － 195,107 (195,107) － 

計 1,150,476 202,137 1,785,214 1,781,095 7,227,774 － 625,183 12,771,882 (195,107) 12,576,774 

営業費用 1,012,354 265,990 535,736 2,333,171 7,285,609 146,523 596,755 12,176,141 (195,107) 11,981,033 

営業利益又は 
営業損失(△) 

138,122 △63,852 1,249,478 △552,075 △57,835 △146,523 28,427 595,740 － 595,740 

Ⅱ 資産、減価 
  償却費及び 
  資本的支出 

          

資産 2,004,393 18,666 323,400 1,156,466 5,217,830 795,932 190,836 9,707,526 1,880,400 11,587,926 

減価償却費 46,996 － － 133,722 71,586 134,523 － 386,830 － 386,830 

資本的支出 1,411,313 － － 39,311 364,055 － 1,527 1,816,208 － 1,816,208 

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

事業区分 主要商品 

システムソリューション事業 
システム企画・設計・構築、業務コンサルティング、アウトソーシング業

務受託、受託計算業務、システム運用管理業務、画像圧縮技術の開発販売 

人材派遣事業 ＩＴ分野を中心とした人材派遣事業及び有料職業紹介 

コンサルティング事業 経営分析、経営指導、企業再生等の経営全般におけるコンサルティング 

自転車事業 自転車及びその附属品の製造販売 

木質住宅資材関連事業 木質住宅資材関連製品の製造・販売等 

特許事業 
「地図データ作成方法及びその装置」（特許番号 第2770097号）に係る損

害賠償請求権の売却 

その他 情報関連機器の保守サービス、塗装事業等 

３．事業区分の変更 

①当連結会計期間より新たに人材派遣事業並びにコンサルティング事業を新規追加しております。 

②前連結会計期間までその他に含めておりました経営に関する相談・診断指導業務等は当連結会計期間

よりコンサルティング事業として記載すると伴にその他の区分に塗装事業等を追加しております。 

４．前連結会計年度では当社事業がシステムソリューション事業に一本化されていたため、配賦不能営業費

用および全社資産についてはその他事業に配分したものを除き、システムソリューション事業に直接配

分しておりましたが、当連結会計より事業区分が新規追加されたことに伴い、配賦不能営業費用につい

ては適当な比率により配分し、全社資産については直接分類できるものを除いては全社に分類しており

ます。 

5. 自転車事業につきましては、平成18年11月1日付けにて福島丸石自転車工業株式会社に事業譲渡いたし

ております。 



－  － 
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【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度(自平成16年10月１日 至平成17年９月30日)及び当連結会計年度(自平成17年10月１日 至

平成18年９月30日) 

本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額

に占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

【海外売上高】 

前連結会計年度(自平成16年10月１日 至平成17年９月30日)及び当連結会計年度(自平成17年10月１日 至

平成18年９月30日) 

海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 



－  － 
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 （リース取引関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

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） 

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 

機器装置及び 

運  搬  具 
100,650 52,775 47,874 

（有形固定資 

産）その他 
893,371 632,521 260,849 

（無形固定資 

産）その他） 
651,288 519,626 131,661 

合  計 1,645,309 1,204,924 440,385 
 

 
 

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 

機 器 装 置
及 び 運 搬
具 

100,650 52,775 － 47,874 

(有形固定
資産)その
他 

851,426 730,250 59,339 61,836 

(無形固定
資 産 ） そ
の他） 

382,254 336,685 31,867 13,701 

合  計 1,334,330 1,119,711 91,207 123,411 
 

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                            309,853千円 １年内                            141,710千円 

１年超                          158,357千円 １年超                             36,845千円 

合 計                            468,210千円 合 計                            178,555千円 

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 398,417千円 支払リース料 271,816千円 

  リース資産減損 

勘定の取崩額 

 

50,346千円 

減価償却費相当額 365,041千円 減価償却費相当額 242,989千円 

支払利息相当額 25,177千円 支払利息相当額 11,328千円 

  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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前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

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） 

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 

（有形固定資 

産）その他 
925 770 154 

合  計 925 770 154 
 

 
 

取得価額 減価償却 
累 計 額 

期末残高 

 千円 千円 千円 

（有形固定資 

産）その他 
925 925 － 

合  計 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                                －千円 

１年超                                 －千円 １年超                                －千円 

合 計                                 180千円 合 計                                 －千円 

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 

同    左 

 

 

 



－  － 
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【関連当事者との取引】 

前連結会計年度（自 平成16年10月１日 至 平成17年９月30日） 

１ 親会社及び法人主要株主等 

      該当事項はありません。 

 

２ 役員及び個人主要株主等 

      該当事項はありません。 

 

３ 子会社等 

関係内容 

属性 
会社等の

名称 住所 
資本金 
(千円) 

事業の内
容又は職

業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 役員の

兼任等 
事業上
の関係 

取引内容 
取引金額 
(千円) 科目 

期末残高 
（千円） 

子会社 
ユ ア サ 建
材 工 業 株
式会社 

東京都 
港区 

400,000 

木質住宅
資材関連
製品の製
造販売 

（所有） 
直接99.0％ 

－ － 
売上高(※1) 
 
特別利益 

490,000 
 

150,000 
－ － 

関連会社 

オ ニ ッ ク
ス ・ ソ フ
ト ウ ェ ア
株式会社 

東京都
港区 

800,000 

インター
ネット対
応 型 CRM
システム
のソフト
ウェア販
売・コン
サルティ
ング 

（所有） 
直接28.0% 

役員1名 

ソ フ ト
ウ ェ ア
の 受 託
開発 

売上高(※1) 
 
仕入高(※2) 

31,030 
 

3,069 

売掛金 
 
買掛金 

1,428 
 

1,839 

  

（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２．取引条件及び、取引条件の決定方針等 

※１．ソフトウェアの開発受託販売については、市場価格を参考に決定しております。 

※２．その他の取引における取引条件及び取引条件の決定方針については、一般取引先と同様でありま

す。 
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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 親会社及び法人主要株主等 

      該当事項はありません。 

 

２ 役員及び個人主要株主等 

      該当事項はありません。 

 

３ 子会社等 

関係内容 

属性 
会社等の

名称 住所 
資本金 
(千円) 

事業の内
容又は職

業 

議決権等
の所有
（被所

有）割合 
役員の 
兼任等 

事業上
の関係 

取引内容 
取引金額 
(千円) 科目 

期末残高 
（千円） 

子会社 
ユアサ 
建材工業 
株式会社 

東京都 
港区 

400,000 

木質住宅
資材関連
製品の製
造販売 

（所有） 
直 接
99.0％ 

役員 
3名 

工場部
門の作
業請負 
 
 

売上高(※1、2) 
 
資金の貸付(※3) 
 
利息の受取(※3) 
 
土地建物等 
 
の購入(※4) 
 
土地建物の賃貸 
(※5) 

126,058 
 

1,825,000 
 

34,127 
 
 

2,366,078 
 
 

16,800 
 

売掛金 
 

短期貸付金 
 

未収収益 
 
 
－ 
 
 

未収入金 
 

123,941 
 

701,659 
 

34,127 
 
 

－ 
 
 

17,640 
 

子会社 

株式会社
丸石サイ
クル(新
会社名㈱
ペンタく
ん) 

埼玉県
吉川市 

3,835,000 

自転車及
びその附
属品の製
造販売 

（所有） 
直 接
99.5％ 

役員 
2名 

－ 

 
自転車代金他 
(※2) 
 

 
251,073 

 

 
未払金 

 

 
229,536 

 

  

（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２．取引条件及び、取引条件の決定方針等 

※１．ソフトウェアの開発受託販売については、市場価格を参考に決定しております。 

※２．その他の取引における取引条件及び取引条件の決定方針については、一般取引先と同様でありま

す。 

※３．資金の貸付については、市場金利を勘案し、双方合意の上決定しています。 

※４．土地建物等の購入に当たっては、固定資産評価額等を勘案し決定しています。 

※５．土地建物の賃貸については、近隣の実勢等参考に、双方合意の上決定しています。 
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（税効果会計関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

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．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） 

未払事業税否認額 5,324

未払事業所税否認額 －

貸倒引当金繰入超過額 10,344

小計 15,669

評価性引当額 △4,277

計 11,391

繰延税金資産（固定） 

 繰越欠損金 10,234,589

投資有価証券評価損否認額 136,584

退職給付引当金繰入超過額 24,668

ソフトウェア償却超過額 115,279

減損損失否認額 －

貸倒引当金繰入超過額 182,348

営業権評価損否認額 －

繰延税金負債(固定)との相殺 －

小計 10,693,470

評価性引当額 △10,693,470

計 －

 

繰延税金負債（固定） 

投資有価証券評価差額金 △1,614

土地等評価益 －

その他 －

計 △1,614

評価性引当額 1,614

計 －

繰延税金負債の純額 －
 

 
繰延税金資産（流動） 

未払事業税否認額 9,823

未払事業所税否認額 184

貸倒引当金繰入超過額 4,586

小計 14,594

評価性引当額 △3,012

計 11,581

繰延税金資産（固定） 

 繰越欠損金 9,799,771

投資有価証券評価損否認額 125,481

退職給付引当金繰入超過額 28,410

ソフトウェア償却超過額 48,757

減損損失否認額 34,113

貸倒引当金繰入超過額 225,739

営業権評価損否認額 78,347

未払費用否認額 11,396

製品保証引当金否認額 854

商品評価損否認額 980

棚卸資産評価損否認額 24,090

繰延税金負債(固定)との相殺 △41,523

小計 10,336,420

評価性引当額 △10,133,244

計 203,176

 

繰延税金負債（固定） 

投資有価証券評価差額金 △392

土地等評価益 △41,130

繰延税金資産(固定)との相殺 41,523

計 －

繰延税金資産の純額 214,757
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前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

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） 

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 

 

税金等調整前当期純損失であるため、記載しており

ません。 

  

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   2.9 

住民税均等割等              3.4 

繰越欠損金               △43.3 

その他                  0.0 

税効果会計適用後の法人税等の負担率    3.7 
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（有価証券関係） 

有価証券 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

 

２ その他有価証券で時価のあるもの 

前連結会計年度（平成17年９月30日） 当連結会計年度（平成18年９月30日） 

 種類 
取得原価 
（千円） 

連結貸借対照
表計上額 

（千円） 
差額（千円） 取得原価 

（千円） 

連結貸借対照
表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

(1) 株式 25,476 29,484 4,008 14,608 15,587 978 

(2) 債券       

(3) その他       

連結貸借対照
表計上額が取
得原価を超え
るもの 

小計 25,476 29,484 4,008 14,608 15,587 978 

(1) 株式 1,291 1,137 △154 － － － 

(2) 債券       

(3) その他       

連結貸借対照
表計上額が取
得原価を超え
ないもの 

小計 1,291 1,137 △154 － － － 

合計 3,854 30,621 3,854 14,608 15,587 978 

 

３ 前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

前連結会計年度 
（自平成16年10月１日 至平成17年９月30日） 

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） 

売却額（千円） 売却益の合計額
（千円） 

売却損の合計額
（千円） 

売却額（千円） 売却益の合計額
（千円） 

売却損の合計額
（千円） 

46,779 6,298 3,263 20,874 3,388 509 

 

４ 時価のない主な有価証券の内容 

前連結会計年度（平成17年９月30日） 当連結会計年度（平成18年９月30日） 
種類 

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場国内株式（店頭売
買株式を除く） 

80,158 51,883 

非上場外国株式 － 0 

非上場国内債券 － － 

ＭＭＦ － － 

その他 － － 
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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 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

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) 取引の内容 

利用しているデリバティブ取引は、金利関連では金

利キャ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 

デリバティブ取引は、将来の為替・金利変動による

リスク回避を目的としており、投機的な取引は行わな

い方針であります。 

(2) 取引に対する取組方針 

同左 

 

(3) 取引の利用目的 

デリバティブ取引は、通貨関連では外貨建金銭債権

債務の為替変動リスクを回避し、安定的な利益を確保

する目的で、また金利関連では借入金利等の将来の金

利市場における利率上昇による変動リスクを回避する

目的で利用しております。 

(3) 取引の利用目的 

同左 

 

(4) 取引に係るリスクの内容 

金利キャップ取引は、市場金利の変動によるリスク

を有しております。なお、金利キャップ取引の契約先

は、信用度の高い国内の金融機関であるため、相手方

の契約不履行によるリスクはほとんどないと認識して

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 

デリバティブ取引の決済は、財務部が稟議起案した

案件を取締役会で決議することによって行われます。

また、取引の実行及びリスクの管理は財務部が行って

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 

 

  前連結会計年度（平成17年９月30日現在） 

   該当事項はありません。 

     

      当連結会計年度（平成18年９月30日現在） 

   該当事項はありません。 
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（退職給付関係） 

１ 採用している退職給付制度の概要 

当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度として、厚生年金基金制度、適格退職年金制度及び退職

一時金制度を設けております。 

なお、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。 

 

２ 退職給付債務及びその内訳 

 前連結会計年度 
（平成17年９月30日現在） 

当連結会計年度 
（平成18年９月30日現在） 

(1) 退職給付債務（千円） △ 93,677 △ 112,239 

(2) 年金資産（千円） 26,044 41,389 

(3) 未積立退職給付債務 (1)＋(2)（千円） △ 67,632 △ 70,849 

(4) 会計処理基準変更時差異の未処理額（千円） － － 

(5) 未認識数理計算上の差異（千円） － － 

(6) 未認識過去勤務債務（債務の減額）（千円） － － 

(7) 連結貸借対照表計上額純額 (3)＋(4)＋(5)
＋(6)（千円） 

△ 67,632 △ 70,849 

(8) 前払年金費用（千円） － － 

(9) 退職給付引当金 (7)－(8)（千円） △ 67,632 △ 70,849 

（注） 当社及び国内連結子会社の加入している総合設立型の厚生年金基金は、自社の拠出に対応する年金資金の額

を合理的に計算することができないため、上表より除いております。 

 

３ 退職給付費用の内訳 

 
前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

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） 

退職給付費用（千円） △59,991 △25,284 

(1) 勤務費用（千円） △22,388 △25,284 

(2) 利息費用（千円） － － 

(3) 期待運用収益（減算）（千円） － － 

(4) 会計処理基準変更時差異償却（千円） 28,851 － 

(5) 数理計算上の差異の費用処理額（千円） △66,454 － 

 

前連結会計年度  当連結会計年度 

（注）退職給付費用の額は、厚生年金基金拠出額

56,323千円を除いております。 

 

 

 

 （注）退職給付費用の額は、厚生年金基金拠出額 

49,801千円を除いております。 
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４ 退職給付債務等の計算に関する事項 

 
前連結会計年度 

（平成17年９月30日現在） 
当連結会計年度 

（平成18年９月30日現在） 

(1) 割引率 － － 

(2) 期待運用収益率 － － 

(3) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左 

(4) 数理計算上の差異の処理年数 － － 

(5) 会計基準変更時差異の処理年数 ５年（定額法） 同左 

 

５ 厚生年金基金に関する事項 

 
前連結会計年度 

（平成17年９月30日現在） 
当連結会計年度 

（平成18年９月30日現在） 

年金資産の額（千円） 805,832 852,242 

（注） 加入人数割合により算出しております。なお、年金資産の額には従業員拠出分が含まれております。 
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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 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

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） 

当社グループは前連結会計年度に続き当連結会計年度

に 222,772 千円の当期純損失を計上致しました。また、

子会社の業績回復が遅れていることから、継続して営業

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。 

当社グループは、当連結会計年度に22,571千円の経常

利益を計上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。 

現状、なお3,700,774千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。 

 連結財務諸表提出会社である当社は、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連結会計年度

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、派遣事業の立

ち上げ、また、子会社である株式会社丸石サイクルにお

ける自転車事業の安定した収益の確保、期間損益の黒字

化の実現、また、ユアサ建材工業株式会社の低価格で安

定的に製品供給できる体制を強化し、収益・利益の向上

に向けて、採算管理の強化および品質管理の強化を図

り、グループ間シナジーの最大化に向けて事業展開して

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。 

以上の資金調達と損益改善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。 

連結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連結財務諸表には反

映しておりません。 

当社グループは前連結会計年度に引き続き、営業

キャッシュフローが188,480千円のマイナスとなっており

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まいりました。なお、3,567,359

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。連結財務諸表提出会社である当

社は、この疑義を解消するために、当連結会計年度にお

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3,409,235千円の資本増

強を図ってまいりました。この結果、当連結会計年度に

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

連結会計年度末より総額で1,879,345千円を圧縮する事が

出来、1,821,428千円となりました。 

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。

また、木質住宅資材関連事業においては、原価･経費の更

なる低減を目指し、安定した収益の確保、塗装事業･健康

食品事業については収益の拡大･利益の確保を目指してま

いります。不採算であった自転車事業の売却を決議し、

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。 

 連結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連結財務諸表には反

映しておりません。 
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 ２【生産、受注及び販売の状況】 

 (1) 生産実績 

 当連結会計年度における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

  

 
事業の種類別セグメントの名称 生産高（千円） 

前年同期比(％) 

自転車事業 882,445 △ 52.9 

木質住宅資材関連事業 5,207,843 － 

合計 6,090,289 325.3 

（注）１．セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２．金額は、標準販売価格によっております。 

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

４．システムソリューション事業については、顧客の注文に応じてソリューションを提供するものであり

受注形態も多岐にわたっております。このため数量の把握はじめ生産概念の意義が薄く、生産実績を

把握することは困難でありますので、記載を省略しております。また、特許事業及びコンサルティン

グ事業並びに人材派遣事業に関しましても生産の概念がないため、記載を省略しております。 

５．木質住宅資材関連事業については、当連結会計期間より損益計算書を連結しておりますので、前期比

較増減については、記載を省略しております。 

６．自転車事業につきましては、平成 18 年 11 月 1 日付にて福島丸石自転車工業株式会社に事業譲渡して

おります。 

 

  (2) 受注状況 

当連結会計年度における受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであります。 

  
事業の種類別セグメントの名称 受注高(千円) 

前年同期比(％) 
受注残高(千円) 

前年同期比(％) 

システムソリューション事業 1,044,105 △ 45.0 146,430 △ 17.8 

人材派遣事業 138,239 － 7,020 － 

コンサルティング事業 1,735,714 － － － 

自転車事業 1,770,235 △ 48.2 － － 

木質住宅資材関連事業 7,252,112 － 359,549 7.3 

特許事業 － － － － 

その他 625,183 － － － 

合計 12,565,588 107.0 512,999 △ 2.1 

 （注）１．セグメント間取引については、相殺消去しております。 

    ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

    ３．人材派遣偉業及びコンサルティング事業については、当連結会計期間より事業区分を新規追加したため、

前期比較増減については記載を省略しております。 

        ４．木質住宅資材関連事業については、当連結会計期間より損益計算書を連結しておりますので、前期比較

増減については、記載を省略しております。 

    ５．自転車事業の受注残高については、事業譲渡が決まっているため、記載を省略しております。 

６．自転車事業につきましては、平成 18 年 11 月 1 日付にて福島丸石自転車工業株式会社に事業譲渡して

おります。 
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 (3）販売実績 

当連結会計年度の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 
事業の種類別セグメントの名称 金額（千円） 

前年同期比（％） 

システムソリューション事業 1,075,787 △ 49.2 

人材派遣事業 131,219 － 

コンサルティング事業 1,735,714 － 

自転車事業 1,781,095 △ 48.1 

木質住宅資材関連事業 7,227,774 － 

特許事業 － － 

その他 625,183 － 

合計 12,576,774 210.7 

 （注）１．セグメント間取引については、相殺消去しております。 

    ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

    ３．人材派遣偉業及びコンサルティング事業については、当連結会計期間より事業区分を新規追加したため、

前期比較増減については記載を省略しております。 

        ４．木質住宅資材関連事業については、当連結会計期間より損益計算書を連結しておりますので、前期比較

増減については、記載を省略しております。 

５．最近２連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとお

りであります。 

前連結会計年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

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) 相手先 

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％) 

ダブル・アイ・テー・
ジャパン株式会社 

－ － 1,780,725 13.7 

６．自転車事業につきましては、平成 18 年 11 月 1 日付にて福島丸石自転車工業株式会社に事業譲渡して

おります。 
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（１株当たり情報） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

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株当たり純資産額 63.99円 １株当たり純資産額 75.71円 

１株当たり当期純損失金額 8.90円 １株当たり当期純利益金額 8.15円 

潜在株式調整後   
１株当たり当期純損失金額 － 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額 8.12円 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、新株引受権（ストックオプション）の付与がなさ

れており、また、転換社債型新株予約権付社債が発行

されておりますが、１株当たり当期純損失が計上され

ているため記載しておりません。 

 

 

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。 

 前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

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） 

当期純利益又は当期純損失（△）

（千円） 
△222,772 604,300 

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又は 

当期純損失（△）（千円） 
△222,772 604,300 

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 
                           － 8.12 

当期純利益又は当期純損失調整額

（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） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

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．当社は、平成17年12月９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) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 

当社普通株式20,000,000株 

（新株予約権１個につき100,000株） 

 (2) 発行する新株予約権の総数 

200個 

 (3) 新株予約権の発行価額 

無償で発行する。 

 (4) 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 

金2,000,000,000円 

 (5) 募集方法 

第三者割当の方式による。 

 (6) 新株予約権を発行する日 

平成17年12月26日 

 (7) 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10,000,000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100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。 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×  

既発行株式数 ＋ (A) 

既存発行株式数 ＋ 新発行・処分株式数 
 

(A) ＝ 

新発行・処分株式数×１株当たり発行・処分価額 

１株当たり時価 

 

 

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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前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

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） 

 

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。 

 (8) 新株予約権の行使可能期間 

平成17年１月７日から平成18年12月26日まで 

但し、行使期間の最終日が当社の休日にあたると

きその前営業日を最終日とする。 

 (9) 新株予約権の行使の条件 

各新株予約権の一部行使はできないこととする。 

 (10) 新株予約権の消却事由及び条件 

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、本件新株予約権は無償で消却することができ

る。 

(11) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株

式の発行価額中資本に組入れない額 

当初は、１株当たり50円とする。 

(12) 新株予約権の行使により発行された株式に対する

配当金等 

新株予約権の行使により発行された当社普通株式

に対する最初の利益配当金又は中間配当金（商法

第293条ノ５による金銭の分配）は、本新株予約

権行使の効力発生日の属する配当計算期間（９月

30日及び３月31日に終了する各６ヶ月間の期間と

いう）の初めに本新株予約権行使の効力が発生し

たものとみなして、これを支払う。 

(13) 新株予約権の譲渡制度 

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を

要するものとする。 

(14) 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。 

(15) 資金の使途 

今後の戦略的資本業務提携やグループ連結企業の

財務体質強化を進め、サンライズグループの事業

の事業拡大、並びに配当原資となる利益の確保の

ため資金を充当する予定であります。 

 

(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 
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前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

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） 

(15) 新株予約権の割当先 

ロータス投資事業組合 

東京都千代田区丸の内一丁目１番３号 

業務執行組合員  宮地 利幸 

 

２．当社は、平成17年12月22日開催の取締役会におい

て平成17年12月９日開催の取締役会で発行を決議

いたしました、第三者割当による新株予約権の発

行を中止することを決議いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

３．当社は、平成18年11月１日開催の取締役会におい

て、当社グループのさらなる収益改善を目指し、収

益の改善を見込める事業の獲得のため、株式会社ペ

ンタくん（平成18年11月１日開催の同社株主総会に

て株式会社丸石サイクルから社名変更）と株式会社

ペイントハウスとの間で、同社株主総会の決議承認

及びニッポン・ニュー－・マーケット「ヘラクレ

ス」に関する有価証券上場規程の特例第17条第１項

第８号（不適当な合併等）に該当しないことを条件

に同社の塗装事業を譲受けることを決議いたしまし

た。 

 (1)事業譲受け子会社の概要 

  ①商号：株式会社ペンタくん 

  ②本店所在地：東京都千代田区岩本町１-６-３ 

  ③代表者氏名：代表取締役社長 林 敏夫 

 (2)譲受けの内容 

  株式会社ペイントハウスにおける塗装事業を譲受け

ます。 

 (3)譲受け価額及び決済方法 

  ①譲受け価額：2,000百万円 

  ②決済方法：一括決済 

 (4)事業譲渡会社の概要 

  ①商号：株式会社ペイントハウス 

  ②本店所在地：東京都多摩市落合一丁目47番地 

  ③代表者氏名：代表取締役社長 田子 和則 

  ④資本の額：1,822,594千円 

         （平成18年８月31日現在） 

  ⑤大株主：ロータス投資事業組合（49.3％） 

         （平成18年８月31日現在） 

 

４．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 
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前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

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） 

 ５．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。 

 （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。 

 



－  － 
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前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

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） 

 
（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。 

（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。 
 

 
 


