
  
平成19年６月期 個別中間財務諸表の概要   

平成19年２月20日

上場会社名 株式会社フレンテ 上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ
コード番号 ２２２６ 本社所在都道府県  東京都
(ＵＲＬ　http://frente.co.jp/)

代表者 役   職　 名　代  表  取  締  役  社  長  

 氏　　　　名　小　     池  　       　孝  

問い合わせ先 責任者役職名　取締役グループ管理管掌補佐  

 氏        名　藤　 　 原    　潤 　 　也  ＴＥＬ　　03－3979－2112

決算取締役会開催日 平成19年２月20日 配当支払開始日 平成－年－月－日

単元株制度採用の有無 有（１単元100株）   

１．19年６月中間期の業績（平成18年７月１日～平成18年12月31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。

営業収益 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年６月中間期 1,855 (△2.5) 1,260 (　2.3) 1,281 (　2.6)

18年６月中間期 1,903 (　2.6) 1,232 (　20.1) 1,249 (　21.6)

18年６月期 2,570 1,205 1,241

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭

19年６月中間期 1,091 (　24.1) 288 07

18年６月中間期 879 ( △16.0) 464 23

18年６月期 765 202 10

（注）①期中平均株式数 19年６月中間期 3,787,840株 18年６月中間期 1,894,000株 18年６月期 3,787,928株

②会計処理の方法の変更 無

③営業収益、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

④平成18年４月１日付をもって、普通株式１株につき２株の株式分割を行なっております。18年６月期の１株当

  たり指標は、当該株式分割が期首に行なわれたものと仮定して算出しております。

　なお、当該株式分割が期首に行なわれたものと仮定した場合の18年６月中間期の１株当たり中間純利益は232円

　11銭となります。  

(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

19年６月中間期 10,537 9,658 91.7 2,549 87

18年６月中間期 9,539 8,841 92.7 4,668 36

18年６月期 9,536 8,720 91.4 2,302 30

（注）①期末発行済株式数 19年６月中間期 3,787,840株 18年６月中間期 1,894,000株 18年６月期 3,787,840株

②期末自己株式数 19年６月中間期 160株 18年６月中間期 －株 18年６月期 160株

　  ③平成18年４月１日付をもって、普通株式１株につき２株の株式分割を行なっております。18年６月期の１株当
　　　たり指標は、当該株式分割が期首に行なわれたものと仮定して算出しております。
　　　なお、当該株式分割が期首に行なわれたものと仮定した場合の18年６月中間期の１株当たり純資産は2,334円
　　　18銭となります。 

２．19年６月期の業績予想（平成18年７月１日～平成19年６月30日）  

 営業収益 経常利益 当期純利益

  百万円 百万円 百万円

通　期 2,437  1,213  1,048  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　276円 67銭

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

18年６月期 － － － 40 － 40

19年６月期（実績） － － 　　　　　－ 　　　　　－ －
40

19年６月期（予想） 　　　　　－ 　　　　　－ － 40 －

－ 33 －



    ※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、多分に不確定な要素を含

　　　んでおります。実際の業績等は、今後様々な要因により、上記予想数値と異なる場合があります。

      　なお、上記業績予想に関連する事項につきましては、添付資料の９ページをご参照ください。
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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12月31日）
当中間会計期間末

（平成18年12月31日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年６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           

現金及び預金  693,172   1,327,446   1,738,198   

営業未収入金  1,200,000   1,200,000   －   

たな卸資産  604   148   187   

関係会社短期貸付金  －   500,000   －   

繰延税金資産  9,513   12,835   13,539   

未収入金  111,646   198,265   197,067   

その他  16,880   17,128   208,222   

流動資産合計   2,031,818 21.3  3,255,824 30.9  2,157,214 22.6

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産 ※１  36,640   38,850   29,133  

２　無形固定資産   51,599   41,832   41,479  

３　投資その他の資産           

関係会社株式 ※２ 4,896,895   4,913,080   4,896,895   

関係会社長期貸付
金

 2,300,000   2,300,000   2,300,000   

繰延税金資産  101,283   125,137   116,309   

その他  214,866   226,127   242,784   

貸倒引当金  △93,575   △363,049   △247,452   

投資その他の資産合
計

  7,419,470   7,201,295   7,308,536  

固定資産合計   7,507,710 78.7  7,281,978 69.1  7,379,149 77.4

資産合計   9,539,528 100.0  10,537,802 100.0  9,536,364 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年12月31日）
当中間会計期間末

（平成18年12月31日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年６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
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

未払金  281,475   152,023   276,219   

未払法人税等  16,628   226,805   34,856   

役員賞与引当金  －   9,600   17,240   

賞与引当金  8,881   10,245   9,585   

その他  75,572   78,913   114,143   

流動負債合計   382,558 4.0  477,588 4.5  452,045 4.8

Ⅱ　固定負債           

退職給付引当金  247,231   320,902   288,539   

役員退職慰労引当金  65,601   78,547   72,786   

その他  2,265   2,265   2,265   

固定負債合計   315,098 3.3  401,715 3.8  363,591 3.8

負債合計   697,656 7.3  879,304 8.3  815,636 8.6

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   401,490 4.2  － －  － －

Ⅱ　資本剰余金           

１　資本準備金  4,964,025   －   －   

資本剰余金合計   4,964,025 52.0  － －  － －

Ⅲ　利益剰余金           

１　利益準備金  3,992   －   －   

２　中間（当期）未処分利
益

 3,463,525   －   －   

利益剰余金合計   3,467,517 36.4  － －  － －

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

  8,838 0.1  － －  － －

資本合計   8,841,871 92.7  － －  － －

負債資本合計   9,539,528 100.0  － －  － －

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１ 資本金   － －  401,490 3.8  401,490 4.2

２ 資本剰余金           

(1)資本準備金  －   4,964,025   4,964,025   

資本剰余金合計   － －  4,964,025 47.1  4,964,025 52.0

３ 利益剰余金           

(1)利益準備金  －   3,992   3,992   

(2)その他利益剰余金           

繰越利益剰余金  －   4,289,486   3,349,833   

利益剰余金合計   － －  4,293,479 40.8  3,353,825 35.2

４　自己株式   － －  △456 △0.0  △456 △0.0

  株主資本合計   － －  9,658,538 91.7  8,718,885 91.4

Ⅱ　評価・換算差額等           

１　その他有価証券評価差
額金

  － －  △40 △0.0  1,843 0.0

評価・換算差額等合計   － －  △40 △0.0  1,843 0.0

純資産合計   － －  9,658,498 91.7  8,720,728 91.4

負債純資産合計   － －  10,537,802 100.0  9,536,364 100.0
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(2）中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６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　営業収益   1,903,242 100.0  1,855,296 100.0  2,570,808 100.0

Ⅱ　営業費用   670,687 35.2  594,861 32.1  1,364,957 53.1

営業利益   1,232,554 64.8  1,260,434 67.9  1,205,850 46.9

Ⅲ　営業外収益 ※１  19,934 1.0  26,501 1.5  42,004 1.6

Ⅳ　営業外費用 ※２  3,053 0.2  5,218 0.3  5,996 0.2

経常利益   1,249,434 65.6  1,281,717 69.1  1,241,858 48.3

Ⅴ　特別利益  ※３  － －  － －  96,513 3.8

Ⅵ　特別損失  ※４  329,442 17.3  115,597 6.2  483,320 18.8

税引前中間（当期）
純利益

  919,992 48.3  1,166,120 62.9  855,051 33.3

法人税、住民税及び
事業税

 52,358   81,795   115,401   

法人税等調整額  △11,614 40,744 2.1 △6,842 74,953 4.1 △25,906 89,495 3.5

中間（当期）純利益   879,247 46.2  1,091,167 58.8  765,556 29.8

前期繰越利益   2,584,277   －   －  

中間（当期）未処分
利益

  3,463,525   －   －  
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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７月１日　至　平成18年12月31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

資本準備金
資本剰余金
   合計

利益準備金

  その他

 利益剰余金 利益剰余金
   合計 繰越利益

  剰余金

平成18年６月30日 残高（千円） 401,490 4,964,025 4,964,025 3,992 3,349,833 3,353,825 △456 8,718,885

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当　     △151,513 △151,513  △151,513

中間純利益     1,091,167 1,091,167  1,091,167

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）

－ － － － 939,653 939,653 － 939,653

平成18年12月31日 残高（千円） 401,490 4,964,025 4,964,025 3,992 4,289,486 4,293,479 △456 9,658,538

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６月30日 残高（千円） 1,843 1,843 8,720,728

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当　   △151,513

中間純利益   1,091,167

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額）

△1,883 △1,883 △1,883

中間会計期間中の変動額合計
                     （千円）

△1,883 △1,883 937,770

平成18年12月31日 残高（千円） △40 △40 9,658,498
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前事業年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６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

資本準備金
資本剰余金
   合計

利益準備金

 その他

 利益剰余金 利益剰余金 
   合計繰越利益

剰余金

平成17年６月30日 残高（千円） 401,490 4,964,025 4,964,025 3,992 2,742,687 2,746,679 － 8,112,195

事業年度中の変動額

利益処分による配当     △132,580 △132,580  △132,580

利益処分による役員賞与     △25,830 △25,830  △25,830

当期純利益     765,556 765,556  765,556

自己株式の取得       △456 △456

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額）

        

事業年度中の変動額合計
                     （千円）

－ － － － 607,146 607,146 △456 606,690

平成18年６月30日 残高（千円） 401,490 4,964,025 4,964,025 3,992 3,349,833 3,353,825 △456 8,718,885

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17年６月30日 残高（千円） 5,006 5,006 8,117,201

事業年度中の変動額

利益処分による配当   △132,580

利益処分による役員賞与   △25,830

当期純利益   765,556

自己株式の取得   △456

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額）

△3,163 △3,163 △3,163

事業年度中の変動額合計
                     （千円）

△3,163 △3,163 603,526

平成18年６月30日 残高（千円） 1,843 1,843 8,720,728
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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７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１．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を採

用しております。

(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。

時価のないもの

　移動平均法による原価法を

採用しております。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(2）たな卸資産

貯蔵品

　最終仕入原価法を採用してお

ります。

(2）たな卸資産

貯蔵品

同左

(2）たな卸資産

貯蔵品

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

とおりであります。

車両運搬具　　　　　　６年

工具器具備品　　　５～15年

(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

　のとおりであります。

自社利用ソフトウェア　５年

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　　関係会社に対する営業未収

　入金及び貸付金の貸倒れによ

　る損失に備えるため、個別に

　回収可能性を検討し、回収不

　能見込額を計上しておりま

　す。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金　　　

同左

 (2） 　　　――――― (2）役員賞与引当金 　　　

       役員に対する賞与の支給に

     備えるため、当事業年度にお

     ける支給見込額の当中間会計

     期間負担額を計上しておりま  

     す。 

(2）役員賞与引当金

　　役員に対する賞与の支給に

　備えるため、支給見込額に基

　づき計上しております。 

　　

(3）賞与引当金

　　従業員に対する賞与の支給

　に備えるため、支給見込額に

　基づき計上しております。

(3）賞与引当金

同左

(3)賞与引当金

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

３．引当金の計上基準 (4）退職給付引当金

　　従業員の退職給付に備える

　ため、当事業年度末における

　退職給付債務見込額に基づ

　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。

　　数理計算上の差異は、各事

　業年度の発生時における従業

　員の平均残存勤務期間以内の

　一定の年数（10年）による定

　額法により按分した額をそれ

　ぞれ発生した翌事業年度から

　費用処理しております。

(4）退職給付引当金

同左

(4) 退職給付引当金

　　従業員の退職給付に備える

　ため、当事業年度末における

　退職給付債務見込額に基づき

　計上しております。

　　数理計算上の差異は、各事

　業年度の発生時における従業

　員の平均残存勤務期間以内の

　一定の年数（10年）による定

　額法により按分した額をそれ

　ぞれ発生した翌事業年度から

　費用処理しております。

 (5）役員退職慰労引当金

　  役員の退職慰労金の支給に

  備えるため、内規に基づく中

  間期末要支給額を計上してお

  ります。

(5）役員退職慰労引当金

同左

(5）役員退職慰労引当金

　  役員の退職慰労金の支給に

  備えるため、内規に基づく期

  末要支給額を計上しておりま

　す。

４．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

(1）消費税等の会計処理

　  消費税及び地方消費税の会

  計処理は、税抜方式によって

  おります。

　  なお、仮払消費税等と仮受

  消費税等を相殺し、残額を流

  動負債の「その他」に計上し

  ております。

(1）消費税等の会計処理

同左

(1）消費税等の会計処理

　  消費税及び地方消費税の会

  計処理は、税抜方式によって

  おります。

(2）連結納税制度の適用

  連結納税制度を適用してお

  ります。

(2）連結納税制度の適用

同左

(2）連結納税制度の適用

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７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

　　（固定資産の減損に係る会計基準)

　　　当中間会計期間から「固定資産の減損

　　に係る会計基準」（「固定資産の減損に

　　係る会計基準の設定に関する意見書」

　 （企業会計審議会 平成14年８月９日））

　　及び「固定資産の減損に係る会計基準の

    適用指針」（企業会計基準委員会 平成

    15年10月31日 企業会計基準適用指針第

    ６号）を適用しております。

　　  これによる損益に与える影響はありま

    せん。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      　　　　―――――

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．固定資産の減損に係る会計基準

　　　当事業年度から「固定資産の減損に係

    る会計基準」（「固定資産の減損に係る

    会計基準の設定に関する意見書」（企業

    会計審議会 平成14年８月９日））及び

   「固定資産の減損に係る会計基準の適用

    指針」（企業会計基準委員会 平成15年

    10月31日 企業会計基準適用指針第６号）

    を適用しております。

　　　これによる損益に与える影響はありま

    せん。

２．貸借対照表の純資産の部の表示に関する

　　会計基準

　　　当事業年度から「貸借対照表の純資産

    の部の表示に関する会計基準」（企業会

    計基準第５号 平成17年12月９日）及び

   「貸借対照表の純資産の部の表示に関す 

    る会計基準等の適用指針」（企業会計基

    準適用指針第８号 平成17年12月９日）

    を適用しております。　

　　　従来の資本の部の合計に相当する金額

　　は8,720,728千円であります。

　　　なお、財務諸表等規則の改正により、

　　当事業年度における貸借対照表の純資産

　　の部については、改正後の財務諸表等規

　　則により作成しております。　　　

３．役員賞与に関する会計基準

　　　役員賞与については、従来は利益処分

　　により未処分利益の減少として会計処理

　　しておりましたが、当事業年度から「役

    員賞与に関する会計基準」（企業会計基

    準第４号 平成17年11月29日）を適用し、

    発生時に費用処理することとしておりま

    す。

　　　これにより、営業利益、経常利益及び

　　税引前当期純利益は、17,240千円減少し

　　ております。 

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12月31日）

当中間会計期間末
（平成18年12月31日）

前事業年度末
（平成18年６月30日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

64,600千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

65,113千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

64,592千円

※２　関係会社株式のうちフレンテ・インタ

　　　ーナショナル株式につきましては、従

　　　来投資損失引当金を計上しておりまし

　　　たが、財政状態のさらなる悪化に伴

　　　い、当中間会計期間において取得原価

　　　を直接減額しております。

※２　         ―――――  ※２　関係会社株式のうちフレンテ・インタ

　　　 ーナショナル株式932,350千円につきま

　　　 しては、従来投資損失引当金を計上し

       ておりましたが、財政状態のさらなる

       悪化に伴い、当事業年度において取得

       原価を全額減損処理しております。

３　偶発債務

次の関係会社について、地方公共団体

への支払に対し債務保証を行なってお

ります。

３　偶発債務

次の関係会社について、地方公共団体

への支払に対し債務保証を行なってお

ります。

３　偶発債務

次の関係会社について、地方公共団体

への支払に対し債務保証を行なってお

ります。

保証先 金額(千円) 内容

㈱湖池屋 484,535 支払債務

保証先 金額(千円) 内容

㈱湖池屋 484,535 支払債務

保証先 金額(千円) 内容

㈱湖池屋 484,535 支払債務
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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７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの

受取利息 12,965千円

還付加算金 5,803千円

受取利息 19,705千円

投資有価証券売却益 4,081千円

受取利息 　30,042千円

還付加算金 5,803千円

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

固定資産除却損 2,792千円

  

固定資産除却損 248千円

投資有価証券売却損 4,970千円

固定資産除却損  4,817千円

   

※３　　　　　 ――――― ※３　　　　　 ―――――  ※３　特別利益のうち主要なもの　　　   

受取生命保険金 96,513千円

  

※４　特別損失のうち主要なもの ※４　特別損失のうち主要なもの  ※４　特別損失のうち主要なもの

関係会社株式評価損 235,867千円

貸倒引当金繰入額 93,575千円

貸倒引当金繰入額 115,597千円 関係会社株式評価損 235,867千円

貸倒引当金繰入額 247,452千円

５　減価償却実施額 ５　減価償却実施額 ５　減価償却実施額

有形固定資産 6,923千円

無形固定資産 10,119千円

有形固定資産 4,924千円

無形固定資産 7,889千円

有形固定資産 13,419千円

無形固定資産 20,239千円

（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７月１日　至　平成18年12月31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 160 － － 160

合計 160 － － 160

前事業年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当事業年度増加株式
数（株）

当事業年度減少株式
数（株）

当事業年度末株式数
（株）

普通株式 － 160 － 160

合計 － 160 － 160

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加160株は、単元未満株式の買取による増加であります。

 

（有価証券関係）

前中間会計期間末（平成17年12月31日現在）、当中間会計期間末（平成18年12月31日現在）及び前事業年度末（平

成18年６月30日現在）において、子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）

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７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

 ストック・オプション(新株予約権)について

  平成18年２月２日開催の当社臨時取締役会に

おいて、商法第280条ノ20及び同第280条ノ21の

規定並びに平成17年９月28日開催の定時株主総

会決議に基づき新株予約権の発行を決議いたし

ました。

 

 

1.新株予約権の発行日 平成18年２月９日

2.新株予約権の発行数 170個

3.新株予約権の発行価格 無償 

4.新株予約権の目的たる

　株式の種類及び数

当社普通株式

17,000株 

5.新株予約権の行使に際

　しての払込金額

5,759円 

6.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

97,903,000円 

7.新株予約権の行使期間 平成19年10月１日

から平成22年９月

30日 

8.新株予約権の行使によ

　り新株発行する場合の

　発行価額のうち資本に

　組み入れない額

48,943,000円 

9.新株予約権の割当対象

　者数

当社並びに子会社

の取締役及び従業

員　17名 

 該当事項はありません。

   

 重要な子会社の設立

  当社は、海外事業戦略の推進のため、業務 

提携をしている台湾スナックメーカーの華元

食品股份有限公司との共同出資により、新た

な台湾現地販売子会社である『台湾湖池屋股

份有限公司』を平成18年８月に設立いたしま

した。

　

(1) 会社設立の日程　

  ① 承認取締役会　　平成18年５月19日

  ② 合弁契約締結　　平成18年７月12日

  ③ 設 立 登　記　　平成18年８月17日

　

(2) 会社の概要

  ① 商    号　台湾湖池屋股份有限公司

  ② 所 在 地　台湾台北市松山區民生東　

　　　　　　 路三段132號

　③ 資 本 金　8.5百万台湾ドル

　 　　  （約32百万円：レート3.7336円）

  ④ 出資比率　株式会社フレンテ 51％

　　　　　   　華元食品股份有限公司 49％

  ⑤ 代 表 者　董事長　佐藤正昭

          （株式会社フレンテ専務取締役）

　⑥ 事業内容　スナック菓子の販売

　⑦ 営業開始　平成18年９月
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前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

 株式分割について

  平成18年２月14日開催の当社臨時取締役会に

おいて、次のように株式分割による新株式の発

行を決議いたしました。

 

１．平成18年４月１日付をもって普通株式１株

  につき２株に分割いたします。

（1）分割により増加する株式数

　　 普通株式 1,894,000株

（2）分割方法

     平成18年３月31日最終の株主名簿

   及び実質株主名簿に記載された株主

   の所有株式数を、１株につき２株の

   割合をもって分割いたします。

 

２．配当起算日

 　平成18年１月１日

 　

   なお、上記株式分割により平成18年４月１

 日付をもって商法第280条ノ20及び第280条ノ

 21の規定に基づく新株予約権の発行について

 の変更は下記のとおりであります。

 

1.新株予約権の発行数 170個

2.新株予約権の目的たる

　株式の種類及び数

普通株式

34,000株 

3.新株予約権の行使に際

　しての払込金額

2,880円

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

97,920,000円 

5.新株予約権の行使によ

　り新株発行する場合の

　発行価額のうち資本に

　組み入れない額 

48,960,000円 
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