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単元株制度採用の有無 無   

１．平成18年９月中間期の業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日）

(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 28,901 2.5 760 116.2 829 305.5
17年９月中間期 28,192 △1.4 351 △22.0 204 △62.7

18年３月期 57,722  1,265  1,059  

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭

18年９月中間期 459  ― 39 73
17年９月中間期 △111  ― △12 96

18年３月期 456  46 71

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 11,571,200株 17年９月中間期 8,605,492株 18年３月期 9,778,972株

②会計処理の方法の変更 無
③売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(2）財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年９月中間期 80,411 34,639 43.1 2,993 58

17年９月中間期 35,585 11,540 32.4 1,300 93

18年３月期 58,008 34,580 59.6 2,988 46

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 11,571,200株 17年９月中間期 8,871,200株 18年３月期 11,571,200株

②期末自己株式数 18年９月中間期 108,953株 17年９月中間期 108,953株 18年３月期 108,953株

２．平成19年３月期の業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通　期 60,000 2,000 1,170

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）101円11銭

３．配当状況

・現金配当  １株当たり配当金（円）

中間期末 期末 年間

18年３月期 － 39 39

19年３月期（実績） － －
101

19年３月期（予想） － 101

※　業績予想につきましては、発表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、実際の業績は今後様々

な要因によって予想数値と異なる場合があります。
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６．個別中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成17年９月30日）
当中間会計期間末

（平成18年９月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

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  1,782,687   10,781,261   2,931,627   

２．受取手形  101,737   36,976   69,803   

３．売掛金  5,684,529   9,351,243   6,118,837   

４．完成工事未収入金  40,023   82,976   115,201   

５．有価証券   ―    ―   3,500,000   

６．たな卸資産  217,393   212,115   84,944   

７．関係会社短期貸付金   ―   14,000,000   1,220,000   

８．その他 ※５ 1,468,958   2,257,575   1,482,703   

貸倒引当金  △14,000   △15,870   △18,700   

流動資産合計   9,281,329 26.1  36,706,278 45.6  15,504,418 26.7

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１ 370,810   360,624   336,110   

２．無形固定資産           

(1）営業権  135,569    ―   89,135   

(2）のれん   ―   65,006    ―   

(3）電話加入権  520,355   461,632   513,710   

(4）その他  1,775   2,568   1,118   

無形固定資産合計  657,700   529,207   603,964   

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券 ※３ 6,138,012   5,540,885   5,084,091   

(2）関係会社株式 ※２ 18,811,884   35,841,884   35,836,884   

(3）その他  360,692   1,450,518   666,560   

貸倒引当金  △35,383   △17,696   △23,454   

投資その他の資産合
計

 25,275,206   42,815,591   41,564,082   

固定資産合計   26,303,717 73.9  43,705,422 54.4  42,504,157 73.3

資産合計   35,585,047 100.0  80,411,701 100.0  58,008,575 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年９月30日）
当中間会計期間末

（平成18年９月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

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  7,235,234   7,889,328   7,280,501   

２．工事未払金  116,206   155,451   78,000   

３．短期借入金 ※２ 6,900,000   27,950,000   6,300,000   

４．関係会社短期借入金  ―   ―   ―   

５．未払法人税等  93,029   344,277   540,386   

６．賞与引当金  123,000   93,210   86,900   

７．その他 ※５ 358,395   482,757   309,408   

流動負債合計   14,825,866 41.7  36,915,024 45.9  14,595,197 25.2

Ⅱ　固定負債           

１．社債 ※２ 8,500,000   8,500,000   8,500,000   

２．長期借入金 ※２ 600,000   300,000   300,000   

３．退職給付引当金  31,411   34,379   32,528   

４．その他  86,949   22,941   816   

固定負債合計   9,218,361 25.9  8,857,320 11.0  8,833,344 15.2

負債合計   24,044,227 67.6  45,772,345 56.9  23,428,542 40.4

（資本の部）           

 Ⅰ　資本金   6,052,647 17.0  ― ―  17,341,347 29.9

 Ⅱ　資本剰余金           

１．資本準備金  3,389,754   ―   14,678,454   

２．その他資本剰余金  5,574,209   ―   5,574,209   

資本剰余金合計   8,963,963 25.2  ― ―  20,252,663 34.9

Ⅲ　利益剰余金           

１．中間（当期）未処分
利益

 50,792   ―   619,147   

利益剰余金合計   50,792 0.1  ― ―  619,147 1.1

 Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

  125,517 0.4  ― ―  18,975 0.0

 Ⅴ　自己株式   △3,652,101 △10.3  ― ―  △3,652,101 △6.3

資本合計   11,540,819 32.4  ― ―  34,580,033 59.6

負債・資本合計   35,585,047 100.0  ― ―  58,008,575 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年９月30日）
当中間会計期間末

（平成18年９月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

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   ― ―  17,341,347 21.6  ― ―

　２．資本剰余金           

(1)資本準備金  ―   14,678,454   ―   

(2)その他資本剰余金  ―   5,574,209   ―   

　資本剰余金合計    ― ―  20,252,663 25.1  ― ―

　３．利益剰余金           

繰越利益剰余金  ―   627,635   ―   

　利益剰余金合計    ― ―  627,635 0.8  ― ―

　４．自己株式    ― ―  △3,652,101 △4.5  ― ―

　  株主資本合計    ― ―  34,569,545 43.0  ― ―

Ⅱ　評価・換算差額等           

　１．その他有価証券評価差

額金
   ― ―  69,810 0.1  ― ―

 評価・換算差額等合計    ― ―  69,810 0.1  ― ―

    純資産合計    ― ―  34,639,356 43.1  ― ―

    負債純資産合計   ― ―  80,411,701 100.0  ― ―
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   28,192,267 100.0  28,901,139 100.0  57,722,684 100.0

Ⅱ　売上原価   25,798,816 91.5  26,138,312 90.4  52,495,890 91.0

売上総利益   2,393,451 8.5  2,762,827 9.6  5,226,793 9.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費   2,041,882 7.3  2,002,783 6.9  3,961,391 6.8

営業利益   351,568 1.2  760,044 2.7  1,265,402 2.2

Ⅳ　営業外収益 ※１  130,834 0.5  228,799 0.8  301,090 0.5

Ⅴ　営業外費用 ※２  277,953 1.0  159,769 0.6  506,710 0.9

経常利益   204,448 0.7  829,074 2.9  1,059,782 1.8

Ⅵ　特別利益 ※３  1,789 0.0  46,830 0.1  179,829 0.3

Ⅶ　特別損失           

 減損損失 ※５ 215,393   52,077   221,800   

 その他 ※４ 7,016 222,410 0.8 6,262 58,339 0.2 37,429 259,229 0.4

税引前中間（当期）
純利益又は税引前中
間純損失

  △16,172 △0.1  817,564 2.8  980,382 1.7

法人税、住民税及び
事業税

 75,344   322,623   545,929   

法人税等調整額  20,044 95,389 0.3 35,176 357,800 1.2 △22,339 523,589 0.9

中間（当期）純利益
又は中間純損失

  △111,562 △0.4  459,764 1.6  456,793 0.8

前期繰越利益   162,354    ―   162,354  

中間（当期）未処分
利益

  50,792    ―   619,147  

           

－ 41 －



中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金  その他利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

 繰越利益
剰余金

 利益剰余
金合計

平成18年３月31日　残高

　　　（千円）
17,341,347 14,678,454 5,574,209 20,252,663 619,147 619,147 △3,652,101 34,561,057

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当     △451,276 △451,276  △451,276

中間純利益     459,764 459,764  459,764

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額）　　

        

中間会計期間中の変動額

合計　　　　　　(千円)
― ― ― ― 8,487 8,487 ― 8,487

平成18年９月30日　残高

（千円）
17,341,347 14,678,454 5,574,209 20,252,663 627,635 627,635 △3,652,101 34,569,545

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評

価差額金
評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高

（千円）
18,975 18,975 34,580,033

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）   △451,276

中間純利益   459,764

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額）　　

50,834 50,834 50,834

中間会計期間中の変動額

合計　　　　　　(千円)

 

50,834 50,834 59,322

平成18年９月30日　残高

（千円）
69,810 69,810 34,639,356

　（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

子会社株式

移動平均法による原価法

(1）有価証券

子会社株式

同左

(1）有価証券

子会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部資

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）を

採用しております。

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全

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）を採用しております。

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部資

本直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算

定）を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(2）デリバティブ

時価法

(2）デリバティブ

同左

(2）デリバティブ

同左

(3）たな卸資産

商品・原材料・貯蔵品

移動平均法による原価法

(3）たな卸資産

商品・原材料・貯蔵品

同左

(3）たな卸資産

商品・原材料・貯蔵品

同左

未成工事支出金

個別法による原価法

未成工事支出金

同左

未成工事支出金

同左

２．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、平成10年４月１日以降

に取得した建物（附属設備を除

く）及び機械及び装置のうち寮電

話設備については定額法によって

おります。なお、耐用年数及び残

存価額については法人税法に規定

する方法と同一の基準によってお

ります。

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

(2）無形固定資産

定額法

　なお、自社利用のソフトウェア

については社内における見込利用

可能期間（５年）に基づく定額法

によっております。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

３．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。

(1）　　　　─── (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。

(2）　　　　─── （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。
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒損失に備えるために

一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を計上して

おります。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給に備

えるため、支給見込額基準により

計上しております。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

同左

(3）退職給付引当金

　従業員への退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職給

付債務の見込額に基づき、当中間

会計期間末において発生している

と認められる額を計上しておりま

す。

(3）退職給付引当金

同左

(3）退職給付引当金

　従業員への退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職給

付債務の見込額に基づき、当事業

年度末において発生していると認

められる額を計上しております。

５．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 同左

６．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　特例処理の要件を満たしている

金利スワップについては特例処理

によっております。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(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…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金の利息

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 

(3）ヘッジ方針

　デリバティブ取引に関する権限

規定及び取引限度額等を定めた内

部規定に基づき、ヘッジ対象に係

る金利変動リスクを一定の範囲内

でヘッジしております。

(3）ヘッジ方針

同左

(3）ヘッジ方針

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップは特例処理によっ

ているため有効性の評価は省略し

ております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

７．その他中間財務諸表（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

　税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左
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  中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 （固定資産の減損に係る会計基準）

   当中間会計期間より、固定資産の減

損に係る会計基準（「固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会　平成14年８月

９日）及び「固定資産の減損に係る会

計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第６号　平成15年10月31日）を

適用しております。これにより、税引

前中間純利益は、215,393千円減少して

おります。 

─── （固定資産の減損に係る会計基準）

 　当事業年度より、固定資産の減損に

係る会計基準（「固定資産の減損に係

る会計基準の設定に関する意見書」（企

業会計審議会　平成14年８月９日））

及び「固定資産の減損に係る会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針

第６号　平成15年10月31日）を適用し

ております。これにより、税引前当期

純利益は、221,800千円減少しておりま

す。 

───  （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

   当中間会計期間より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号　平成17年

12月９日）及び「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等の適用

指針」（企業会計基準適用指針第８号

　平成17年12月９日)を適用しておりま

す。

　これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は34,639,356千円であります。

　なお、当中間会計期間における中間

貸借対照表の純資産の部については、

中間財務諸表等規則の改正に伴い、改

正後の中間財務諸表等規則により作成

しております。 

───
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表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成　17年４月１日
至　平成　17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成　18年４月１日
至　平成　18年９月30日）

 　───

 

 （中間貸借対照表）

  前中間会計期間において、「営業権」として掲記されて

おりましたが、当中間会計期間より、「のれん」として表

示しております。　　
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

前事業年度末
（平成18年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

3,704,236千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

     3,641,699千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

         3,679,787千円

※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。

関係会社株式 8,589,029千円

 計 8,589,029千円

　　　上記物件について、短期借入金

3,300,000千円、社債8,500,000千円、長

期借入金600,000千円の担保に供してお

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。

関係会社株式 8,589,029千円

 計 8,589,029千円

　　　上記物件について、短期借入金

12,000,000千円、社債8,500,000千円、

長期借入金300,000千円の担保に供して

おります。

※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。

関係会社株式 8,589,029千円

 計  8,589,029千円

　上記物件について、短期借入金

3,300,000千円、社債8,500,000千円、長

期借入金300,000千円の担保に供しており

ます。

※３．下記の資産は営業保証金の代用として

担保に供しております。

※３．下記の資産は営業保証金の代用として

担保に供しております。

※３．下記の資産は営業保証金の代用として

担保に供しております。

投資有価証券 351,358千円 投資有価証券 353,700千円 投資有価証券    352,410千円

　４．       　─── 　４．偶発債務

　　　債務保証

 次の関係会社については、金融機関から

の借入に対し債務保証を行っております。

 保証先
金額

（千円） 
内容 

㈱インボイスコン

サルティング
600,000 借入債務 

 計 600,000 ─ 

　４．       　───

※５．消費税等の取扱い

     仮払消費税等と仮受消費税等は、相殺

のうえ、金額的重要性が乏しいため、流

動資産の「その他」に含めて表示してお

ります。

※５．消費税等の取扱い

     仮払消費税等と仮受消費税等は、相殺

のうえ、金額的重要性が乏しいため、流

動負債の「その他」に含めて表示してお

ります。

 ※５．     　　───

　

６．貸出コミットメント契約

　当社においては、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行７行、保険会社

１社と貸出コミットメント契約を締結し

ております。

　これらの契約に基づく当中間会計期間

末の借入未実行残高は次のとおりであり

ます。

６．　　　　　　───

　

　

６．　　　　　───

 

　

貸出コミットメン

トの総額
4,500,000千円

借入実行残高 ───　千円

差引額 4,500,000千円
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．営業外収益のうち主な項目は次のとお

りであります。

※１．営業外収益のうち主な項目は次のとお

りであります。

※１．営業外収益のうち主な項目は次のとお

りであります。

受取利息 4,308千円

有価証券利息 90,744千円

仕入割引 20,361千円

受取利息      54,691千円

有価証券利息    137,503千円

仕入割引    21,623千円

受取利息   14,746千円

有価証券利息  208,077千円

仕入割引  42,088千円

※２．営業外費用のうち主な項目は次のとお

りであります。

※２．営業外費用のうち主な項目は次のとお

りであります。

※２．営業外費用のうち主な項目は次のとお

りであります。

支払利息 117,025千円

新株発行費 46,064千円

社債発行費 104,600千円

支払利息   101,242千円

支払手数料     6,384千円

支払利息  164,457千円

新株発行費   217,772千円

社債発行費  104,600千円

※３．特別利益の項目は次のとおりでありま

す。

※３．特別利益の項目は次のとおりでありま

す。

 ※３．特別利益の項目は次のとおりでありま

　　　　　　す。

投資有価証券売却益 1,789千円 投資有価証券売却益      44,000千円

貸倒引当金戻入益  2,830千円

投資有価証券売却益 179,829千円

なお、営業譲渡益は、飲食店舗の営業譲

渡に伴うたな卸資産及び固定資産等の譲渡益

であります。

※４．特別損失その他は次のとおりでありま

す。

※４．特別損失その他は次のとおりでありま

す。

※４．特別損失その他は次のとおりでありま

す。

固定資産除却損 2,985千円

在庫評価損  4,031千円

固定資産除却損      6,262千円 固定資産除却損 8,932千円

投資有価証券評価損  24,466千円

在庫評価損 4,031千円

 ※５．減損損失

 当社における集合住宅向け通信統合

サービス事業を提供している寮、社宅な

どの減少により、遊休となった電話加入

権について帳簿価額を市場価格に基づく

正味売却価額まで減額し、当該減少額の

215,393千円を減損損失として特別損失

に計上しました。なお、グルーピングに

ついてはセグメント単位にしております。

 ※５．減損損失

 当社における集合住宅向け通信統合

サービス事業を提供している寮、社宅な

どの減少により、遊休となった電話加入

権について帳簿価額を市場価格に基づく

正味売却価額まで減額し、当該減少額の

52,077千円を減損損失として特別損失に

計上しました。なお、グルーピングにつ

いてはセグメント単位にしております。

 ※５．減損損失

 当社における集合住宅向け通信統合

サービス事業を提供している寮、社宅な

どの減少により、遊休となった電話加入

権について帳簿価額を市場価格に基づく

正味売却価額まで減額し、当該減少額の

221,800千円を減損損失として特別損失

に計上しました。なお、グルーピングに

ついてはセグメント単位にしております。

　６．減価償却実施額 　６．減価償却実施額 　６．減価償却実施額

有形固定資産 29,436千円

無形固定資産 43,281千円

有形固定資産 24,045千円

無形固定資産   24,519千円

有形固定資産    58,190千円

無形固定資産  90,371千円

（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

普通株式 108,953株 ― ― 108,953株 

合計 108,953株 ― ― 108,953株 

①　リース取引

 　　　　ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため、記載を省略しております。

②　有価証券

前中間会計期間末（平成17年９月30日現在）、当中間会計期間末（平成18年９月30日現在）及び前事業年度末（平

成18年３月31日現在）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

（１株当たり情報）

　１株当たり情報については、中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

新株式発行による増資 

    平成17年10月５日及び平成17年10

月13日開催の取締役会決議に基づき、

下記のとおり一般募集による新株式

発行及び第三者割当による新株式発

行を行いました。

 

 一般募集による新株式発行

（1）発行新株式数  

  当社普通株式      2,550,000株

（2）発行価額  １株につき  8,362円

（3）発行価額の総額   21,323百万円

（4）資本組入額 １株につき 4,181円 

（5）資本組入の総額   10,661百万円 

（6）払込期日     平成17年11月２日 

（7）配当起算日   平成17年10月１日

（8）資金の使途  

   当社子会社「日本テレコムイン

ボイス」への出資及び運転資金 

 

  第三者割当による新株式発行

（1）発行新株式数 

     当社普通株式        150,000株

（2）発行価額   １株につき 8,362円

（3）発行価額の総額    1,254百万円

（4）資本組入額 １株につき 4,181円

（5）資本組入の総額      627百万円

（6）払込期日     平成17年12月６日

（7）配当起算日   平成17年10月１日

（8）資金の使途

     当社子会社「日本テレコムイン

ボイス」への出資及び運転資金

 

─── 株式会社ダイナシティ発行の株式

等に関する買取意向表明 

 １．内容及び目的

    当社は、単身者向けマンション事

業を強化し当社グループの個人向け

サービス展開における顧客基盤の拡

大を目的として、平成18年６月14日

開催の取締役会において、ＥＦＣ投

資事業組合及びライブドア証券株式

会社より株式会社ダイナシティの株

式等を取得することを決議し、両者

に買取の意向表明書を提出し、買取

の優先権を得ました。

 ２．株式会社ダイナシティの概要

（1）商号　株式会社ダイナシティ

（2）事業内容

 　　都市で単身・ＤＩＮＫＳ世帯向けマ

ンションなどの分譲事業、ソリュー

ション事業を展開しております。

（3）資本金の額    　　5,783百万円

（4）営業成績（平成18年３月期連結）

 　  売上高　       　62,683百万円

     経常利益          3,478百万円

 ３．取得する株式の内容及び数

（1）取得する株式の内容及び数

  ① 株式会社ダイナシティの普通株式 

118,320株

  ② 株式会社ダイナシティ第２回無担保

転換社債型新株予約権付社債（転換

社債型新株予約権付社債間限定同順

位特約付）

  ａ 発行日：平成17年12月26日

  ｂ 発行総額：200億円

  ｃ 未償還残高：191億円

  ｄ 償還期限：平成20年12月26日

  ｅ 利率：無利息

  ｆ 新株予約権行使時における１株当た

りの振込金額（現行転換価額）：

12,293.2円

 （注）未償還残高の全てを株式へ転換

する場合には現行転換価額にお

いては、1,553,704株の発行と

なります。

ｇ 転換請求期間満了日：平成20年12

月25日
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前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

  ③ 株式会社ダイナシティ第４回新株予

約権  400個

　ａ 新株予約権の目的たる株式の種類お

よび数

　　 本新株予約権の目的である株式の

種類は株式会社ダイナシティ普通株

式であり、その行使請求により同社

が交付する数は、行使請求に係る本

新株予約権の数に50,000,000円を乗

じ、これを行使価額で徐して得られ

る最大整数とする。

ｂ 新株予約権の総数：400個

ｃ 発行価額：１個につき125,000円

ｄ 発行価額の総額：50,000,000円

ｅ 新株予約権の発効日：平成17年12月

27日

（払込期日の翌日）

ｆ 新株予約権の行使期間

　平成17年12月27日から平成20年

12月25日

ｇ 行使価額：現在の行使価額は１株当

たり12,293.2円となります。

（注）全ての新株予約権を現在の

行使価額において行使する

場合、交付される普通株式

は1,626,915株となります。

（2）取得価額の総額　交渉中により未定

であります。

（3）取得後の持分割合 

　株式会社ダイナシティ第二回無担

保転換社債型新株予約権付社債の未

償還残高の全額につき、現行転換価

額において普通株式へ転換し、かつ

株式会社ダイナシティ第４回新株予

約権400個全てを現在の行使価額にお

いて行使する場合には、株式会社ダ

イナシティ普通株式118,320株をあわ

せて当社の保有株式数は3,298,939株

となり、株式会社ダイナシティの転

換および行使による新株発行後の発

行済株式総数4,220,083.44株の

78.17％となります。
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