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１．平成18年10月中間期の業績（平成18年５月１日～平成18年10月31日）

(1）経営成績 （百万円未満切捨）

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

平成18年10月中間期 955 27.3 181 12.5 184 8.2

平成17年10月中間期 750 － 161 － 170 －

平成18年４月期 1,671  392  397  

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

百万円 ％ 円 銭

平成18年10月中間期 105 8.6 2,852 28

平成17年10月中間期 97 － 3,119 12

平成18年４月期 219  6,597 22

（注）１　期中平均株式数 平成18年10月中間期 37,038株 平成17年10月中間期 31,200株 平成18年４月期 33,289株

当社は平成17年７月29日付で１株につき３株の株式分割を行っております。

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を示しております。

　　　　　前中間会計期間より中間財務諸表を作成しているため、平成17年10月中間期は、前年同期増減率について記載しておりません。

(2）財政状態 （百万円未満切捨）

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

平成18年10月中間期 2,412 2,068 85.7 55,532 18

平成17年10月中間期 731 444 60.7 14,244 37

平成18年４月期 2,418 1,941 80.3 53,716 47

（注）１　期末発行済株式数 平成18年10月中間期 37,245株 平成17年10月中間期 31,200株 平成18年４月期 36,150株

尚、平成17年７月29日付で株式１株につき３株の分割を行っております。

２　期末自己株式数 平成18年10月中間期 －株 平成17年10月中間期 －株 平成18年４月期 －株

２．平成19年４月期の業績予想（平成18年５月１日～平成19年４月30日）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 2,200 550 314

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　8,493円78銭

（注）１株当たり予想当期純利益（通期）は、平成19年４月期中間期中平均株式数37,038株に基づき算出しております。

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

平成18年４月期 0 0 0 0 0 0

平成19年４月期（実績） 0 0 － － －
0

平成19年４月期（予想） － － 0 0 0

 

＊　上記の業績予想につきましては、本資料の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結果となる可能性があります。
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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10月31日）
当中間会計期間末

（平成18年10月31日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年４月30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  177,663   1,275,877   1,658,959   

２．受取手形  －   －   5,489   

３．売掛金  349,890   756,416   491,091   

４．たな卸資産  51,941   60,738   32,840   

５．その他  41,957   56,629   77,017   

流動資産合計   621,453 84.9  2,149,662 89.1  2,265,398 93.7

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１ 17,294   62,531   27,322   

２．無形固定資産           

(1) ソフトウェア  49,396   69,514   59,788   

(2) その他  17,900   5,320   －   

無形固定資産合計  67,296   74,834   59,788   

３．投資その他の資産  25,943   125,952   65,992   

固定資産合計   110,533 15.1  263,318 10.9  153,103 6.3

資産合計   731,987 100.0  2,412,980 100.0  2,418,501 100.0

           

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金  75,714   143,196   126,655   

２．未払金  24,543   50,514   50,678   

３．未払法人税等  98,999   77,134   181,617   

４．前受金  61,659   59,903   63,156   

５．その他 ※２ 26,645   13,936   54,541   

流動負債合計   287,562 39.3  344,684 14.3  476,651 19.7

負債合計   287,562 39.3  344,684 14.3  476,651 19.7
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前中間会計期間末

（平成17年10月31日）
当中間会計期間末

（平成18年10月31日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年４月30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
（％）

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   199,300 27.2  － －  773,800 32.0

Ⅱ　資本剰余金           

１．資本準備金  137,300   －   937,925   

資本剰余金合計   137,300 18.8  － －  937,925 38.8

Ⅲ　利益剰余金           

１．中間（当期）未処
分利益

 107,824   －   230,125   

利益剰余金合計   107,824 14.7  － －  230,125 9.5

資本合計   444,424 60.7  － －  1,941,850 80.3

負債資本合計   731,987 100.0  － －  2,418,501 100.0

           
           
（純資産の部）           
           
Ⅰ　株主資本           
           
  １資本金   － －  784,200 32.5  － －
           
  ２資本剰余金           
           
  (1) 資本準備金  －   948,324   －   
           
   資本剰余金合計   － －  948,324 39.3  － －
           
  ３利益剰余金           
           
  (1) その他利益剰余金           
           
　　　繰越利益剰余金  －   335,770   －   
           
   利益剰余金合計   － －  335,770 13.9  － －
           

株主資本合計   － －  2,068,296 85.7  － －
           
   純資産合計   － －  2,068,296 85.7  － －
           
   負債純資産合計   － －  2,412,980 100.0  － －
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年５月１日
至　平成17年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30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   750,280 100.0  955,362 100.0  1,671,566 100.0

Ⅱ　売上原価   372,324 49.6  500,437 52.4  812,851 48.6

売上総利益   377,956 50.4  454,924 47.6  858,714 51.4

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

  216,443 28.9  273,227 28.6  466,352 27.9

営業利益   161,512 21.5  181,697 19.0  392,361 23.5

Ⅳ　営業外収益 ※１  9,015 1.2  2,893 0.3  19,302 1.2

Ⅴ　営業外費用 ※２  － －  － －  14,623 0.9

経常利益   170,528 22.7  184,590 19.3  397,040 23.8

Ⅵ　特別損失 ※３  － －  － －  12,665 0.8

税引前中間（当
期）純利益

  170,528 22.7  184,590 19.3  384,374 23.0

法人税、住民税及
び事業税

 96,542   73,025   194,278   

法人税等調整額  △23,330 73,212 9.7 5,920 78,945 8.2 △29,521 164,757 9.9

中間（当期）純利
益

  97,316 13.0  105,645 11.1  219,617 13.1

前期繰越利益   10,508      10,508  

中間(当期)未処分
利益

  107,824      230,125  
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(3) 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自　平成18年５月１日　至　平成18年10月31日）　　　　　　　　　　　（単位：千円）

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金  利益剰余金

株主資本合計
資本剰余金

 その他利益剰余金

繰越利益剰余金 

平成18年 4月30日残高 773,800 937,925 230,125 1,941,850 1,941,850

　中間会計期間中の変動額

新株の発行 10,400 10,399 ― 20,800 20,800

中間純利益 ― ― 105,645 105,645 105,645

中間会計期間中の変動額合計 10,400 10,399 105,645 126,445 126,445

平成18年10月31日　残高 784,200 948,324 335,770 2,068,296 2,068,296
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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５月１日
至　平成17年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

前事業年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30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に

よっております。

　　――――
 

 

(1）有価証券

　　子会社株式及び関連会社株式

　　移動平均法による原価法に

よっております。

その他有価証券

時価のないもの

移動平均法による原価法によっ

ております。

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

　　　同左 

 

　　――――
 

 

(2）たな卸資産

　　商品

　　移動平均法による原価法に

よっております。

(2）たな卸資産

　　商品

　　　同左

(2）たな卸資産

商品

　　　同左

　　原材料

　　　総平均法による原価法によっ

ております。

　　原材料

　　　同左

原材料

　　　同左

　　仕掛品

　　　個別法による原価法によって

おります。

　　仕掛品

　　　同左

 仕掛品

　　　同左

２．固定資産の減価償却の

方法

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産

　　定率法によっております。

 　　但し建物（附属設備を除く）に

ついては、定額法を採用してお

ります。

 　　なお主な耐用年数は以下のとお

りです。

　　定率法によっております。

 　　但し建物（附属設備を除く）に

ついては、定額法を採用してお

ります。

 　　なお主な耐用年数は以下のとお

りです。

　　定率法によっております。

 　　但し建物（附属設備を除く）に

ついては、定額法を採用してお

ります。

 　　なお主な耐用年数は以下のとお

りです。

　　　建物　　　　　　　50年

 　　　工具器具備品　３～６年

　　　建物　　　　　８～50年

 　　　工具器具備品　３～15年

　　　建物　　　　　　　２年

 　　　工具器具備品　２～６年

(2）無形固定資産

　　定額法によっております。なお、

自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期

間（５年）に基づく定額法を採

用しております。

(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  ――――――

 

 ――――――

 

 新株発行費

発生時に全額費用として処理して

おります。 

４．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

５．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

項目
前中間会計期間

（自　平成17年５月１日
至　平成17年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

前事業年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

固定資産の減損に係る会計

基準

　当中間会計期間より、固定資産の減

損に係る会計基準（「固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会　平成14年８月

９日）)及び「固定資産の減損に係る

会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第６号　平成15年10月31日）

を適用しております。これによる損益

に与える影響はありません。

――――――――― 　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。

　従来の資本の部の合計に相当する金

額は2,068,296千円です。

　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。

―――――――――

ストック・オプション等に

関する会計基準

―――――――――  当中間会計期間より「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　最

終改正　平成18年5月31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。

―――――――――

役員賞与に関する会計基準 ――――――――― 　当中間会計期間より「役員賞与に関

する会計基準」（企業会計基準委員会

　平成17年11月29日　企業会計基準第

４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。

―――――――――
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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10月31日）

当中間会計期間末
（平成18年10月31日）

前事業年度末
（平成18年４月30日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

　　　　　　　　　　　　11,331千円

　　

※１　有形固定資産の減価償却累計額

17,132千円　　

※１　有形固定資産の減価償却累計額

10,931千円

※２　消費税等の取扱い

 　　　仮払消費税及び仮受消費税は相

殺のうえ、流動負債の「その他」

に含めて表示しております。

※２　消費税等の取扱い

 　　　　　同左

※２　　─────────

 

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年５月１日
至　平成17年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

前事業年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

※１　営業外収益のうち主要なもの

受取利息 15千円 

経営指導料 9,000千円 

※１　営業外収益のうち主要なもの

受取利息 130千円 

経営指導料 2,650千円 

※１　営業外収益のうち主要なもの

受取利息 46千円 

受取補償金 4,250千円 

経営指導料 15,000千円 

※２　　───────── ※２　　───────── ※２　営業外費用のうち主要なもの

新株発行費 14,623千円 

※３　　───────── ※３　　───────── ※３　特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損 3,663千円 

本社移転費用 6,400千円 

臨時償却費 2,602千円 

　４　減価償却実施額

有形固定資産 3,385千円 

無形固定資産 6,329千円 

　４　減価償却実施額

有形固定資産 9,055千円 

無形固定資産 9,145千円 

　４　減価償却実施額

有形固定資産 12,050千円 

無形固定資産 13,719千円 

（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５月１日　至　平成18年10月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項　　　　

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。 

 

２．新株予約権等に関する事項　　　　

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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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成17年５月１日
至　平成17年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

前事業年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４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

(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中間

期末残高相当額

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

(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中間

期末残高相当額

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

(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
(千円)

減価償却
累計額相
当額
(千円)

中間期末
残高相当
額
(千円)

 工具器具
備品

22,435 6,127 16,307

 ソフト
ウェア

1,834 917 917

合計 24,269 7,044 17,224

取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額相
当額
(千円)

中間期末
残高相当
額
(千円)

 工具器具
備品

22,435 13,606 8,829

 ソフト
ウェア

1,834 1,528 305

合計 24,269 15,134 9,135

取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額相
当額
(千円)

期末残高
相当額
(千円)

 工具器具
備品

22,435 9,866 12,568

 ソフト
ウェア

1,834 1,222 611

合計 24,269 11,089 13,180

(2）未経過リース料中間期末残高相

当額

(2）未経過リース料中間期末残高相

当額

(2）未経過リース料期末残高相当額

 １年内 8,034 千円

 １年超 10,226 千円

合計 18,260 千円

 １年内 7,069 千円

 １年超 3,157 千円

合計 10,226 千円

 １年内 8,229 千円

 １年超 6,062 千円

合計 14,291 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

(3）支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

(3）支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 3,910 千円

減価償却費相当額 4,044 千円

支払利息相当額 491 千円

支払リース料 4,368 千円

減価償却費相当額 4,044 千円

支払利息相当額 303 千円

支払リース料 8,278 千円

減価償却費相当額 8,089 千円

支払利息相当額 890 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 

(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

得価額相当額との差額を利息相

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

(5）利息相当額の算定方法

　　　　　同左

（有価証券関係）

　前中間会計期間（自　平成17年５月１日　至　平成17年10月31日）、当中間会計期間（自　平成18年５月１日　

至　平成18年10月31日）及び前事業年度（自　平成17年５月１日　至　平成18年４月30日）において、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。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間

（自　平成17年５月１日

至　平成17年10月31日）

当中間会計期間

（自　平成18年５月１日

至　平成18年10月31日）

前事業年度

（自　平成17年５月１日

至　平成18年４月30日）

１株当たり純資産額 14,244.37円

１株当たり中間純利益金額 3,119.12円

  

１株当たり純資産額 55,532.18円

１株当たり中間純利益金額 2,852.28円

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額
2,499.72円

１株当たり純資産額 53,716.47円

１株当たり当期純利益金額 6,597.22円

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
5,477.10円

潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額に

ついては、新株予約権の残高はありますが、

当社株式は非上場であり、かつ店頭登録もし

ていないため、期中平均株価が把握できない

ため、記載しておりません。 

 当社は、平成17年７月29日付で株式１株につ

き３株の株式分割を行っております。なお、

当該株式分割が前期首に行われたと仮定した

場合の前事業年度における１株当たり情報に

ついては、以下のとおりです。

１株当たり純資産額 11,125.25円

１株当たり当期純利益金額 1,859.07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、新株予約権の残高はありますが、

当社株式は非上場であり、かつ店頭登録もし

ていないため、期中平均株価が把握できない

ため、記載しておりません。 

当社は、平成17年７月29日付で株式１株につ

き３株の株式分割を行っております。なお、

当該株式分割が前期首に行われたと仮定した

場合の前事業年度における１株当たり情報に

ついては、以下のとおりです。

１株当たり純資産額 11,125.25円

１株当たり当期純利益金額 1,859.07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、新株予約権の残高はありますが、

当社株式は非上場であり、かつ店頭登録もし

ていないため、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）１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

 
前中間会計期間

（自　平成17年５月１日

至　平成17年10月31日）

当中間会計期間

（自　平成18年５月１日

至　平成18年10月31日）

前事業年度

（自　平成17年５月１日

至　平成18年４月30日）

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益　　　　　　（千円） 97,316 105,645 219,617

普通株主に帰属しない金額　　　（千円） － － －

（うち利益処分による役員賞与金） （　－） （　－） （　－）

普通株式に係る中間（当期）純利益金額（千

円）
97,316 105,645 219,617

期中平均株式数（株） 31,200 37,038 33,289

    

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利

益金額
   

中間（当期）純利益調整額　　　（千円） － － －

普通株式増加数　　　　　　　　（株） － 5,224 6,808

　（うち新株予約権） （　－） (5,224) (6,808)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり中間（当期）純利益金額の算定に

含めなかった潜在株式の概要

①平成14年12月１日開催の臨

時株主総会で承認され、平

成14年12月３日付与された

新株予約権１種類（新株予

約権の数200個）

②平成16年４月28日開催の臨

時株主総会で承認され、平

成16年４月30日付与された

新株予約権１種類（新株予

約権の数120個）

③平成16年４月28日開催の臨

時株主総会で承認され、平

成17年３月31日付与された

新株予約権１種類（新株予

約権の数80個）

④平成17年４月16日開催の臨

時株主総会で承認され、平

成17年４月30日付与された

新株予約権１種類（新株予

約権の数50個）

───────

   

  

 

 　

 　　

───────
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前中間会計期間

（自　平成17年５月１日

至　平成17年10月31日）

当中間会計期間

（自　平成18年５月１日

至　平成18年10月31日）

前事業年度

（自　平成17年５月１日

至　平成18年４月30日）

⑤平成17年４月16日開催の臨

時株主総会で承認され、平

成17年４月30日付与された

新株予約権１種類（新株予

約権の数167個）

⑥平成17年４月16日開催の臨

時株主総会で承認され、平

成17年７月22日付与された

新株予約権１種類（新株予

約権の数182個）

（重要な後発事象）

前中間会計期間

（自　平成17年５月１日

至　平成17年10月31日）

当中間会計期間

（自　平成18年５月１日

至　平成18年10月31日）

前事業年度

（自　平成17年５月１日

至　平成18年４月30日）

　平成17年10月17日及び平成17年10月28日開

催の取締役会において、下記のとおり新株式

の発行を決議し、平成17年11月17日に払込が

完了いたしました。

　この結果、平成17年11月17日付で資本金は

773,050千円、発行済株式総数は35,700株と

なっております。

①　募集方法 ：一般募集

(ブックビルディング

方式による募集)

②　発行する株式の種

類及び数

：普通株式

4,500株

③　発行価格 ：１株につき

330,000円

一般募集はこの価格にて行いました。

④　引受価額 ：１株につき

305,250円

この価額は当社が引受人より１株当たり

の新株式払込金として受取った金額であ

ります。

なお、発行価格と引受価額との差額の総

額は、引受人の手取金となります。

⑤　発行価額 ：１株につき

255,000円

(資本組入額

127,500円)

⑥　発行価額の総額 ：　1,147,500千円

⑦　払込金額の総額 ：　1,373,625千円

⑧　資本組入額の総額：　　573,750千円

⑨　払込期日 ：平成17年11月17日

⑩　配当起算日 ：平成17年11月１日

⑪　資金の使途 ：研究開発費、設備資金

等に充当することを想

定しておりますが、具

体的な資金需要が発生

するまでは、安全性の

高い金融商品で運用す

る予定であります。

 　該当事項はありません。 　　　　　　　　　同左
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