
 

 

 
平成 19 年５月期  第３四半期財務・業績の概況（非連結） 

平成 19 年３月 30 日 

                         （コード番号 3824 Q-Board） 

会社名 メディアファイブ株式会社  

（ＵＲＬ http://www.media5.co.jp/ ）   

問 合 せ 先       代表者役職・氏名 代表取締役社長  上野 英理也 ＴＥＬ：（092）761－0078     

              責任者役職・氏名 取締役管理本部長 吉行 亮二 
 
１．四半期財務情報の作成等に係る事項 
① 四半期財務諸表の作成基準 ： 中間財務諸表作成基準 
② 近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 
③ 会計監査人の関与 ： 有 

   当第３四半期の四半期財務諸表については、福岡証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情
報の適時開示等に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表
明に係る基準」に基づく意見表明のための手続きを受けておりますが、前第３四半期の四半期財務
諸表については当該手続きを受けておりません。 

 
２．平成 19 年５月期第３四半期財務・業績の概況（平成 18 年６月１日～平成 19 年２月 28 日） 
(1) 経営成績の進捗状況 （百万円未満切捨） 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      
四半期（当期） 
純 利 益       

 百万円    ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19 年５月期第３四半期 705 30.7 25 22.9 8 △53.9 4 △64.2

18 年５月期第３四半期 539 ― 20 ― 19 ― 12 ―

(参考)18 年５月期 776 43 41  30

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜 在 株 式 調 整 後          
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円 銭 円 銭

19 年５月期第３四半期 1,205 28 1,160 64

18 年５月期第３四半期 10,068 92 ― ―

(参考)18 年５月期 24,482 02 ― ―

 (注) １ 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。
ただし、四半期財務諸表は平成 18 年５月期第３四半期より作成しているため、平成 18 年
５月期第３四半期の対前年同四半期増減率は記載しておりません。 

       ２ 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、前事業年度においては新株
引受権及び新株予約権の残高がありますが、前事業年度において当社株式は非上場であり、
期中平均株価が把握できませんので、記載しておりません。 

    ３ 平成 18 年７月 16 日付をもって１株につき２株の割合で株式分割を行っております。なお、
１株当たり四半期純利益は、株式分割が期首に行われたものとして計算しております。 
また、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前第３四半期（当期）純利益は
以下のとおりとなります。 

 １株当たり当期純利益

円 銭

平成 18年５月期第３四半期 5,034 46

（参考）平成 18年５月期 12,236 13

 

［経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］ 

当第３四半期会計期間における我が国経済は、堅調な内需の拡大や、企業収益の改善に伴う設備投
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資が増加するなど景気回復が継続しております。また、雇用環境においても完全失業率が低下するな

ど厳しいながらも改善が見られました。 

しかしながら、当社の属する情報サービス業界におきましては、全般的な民間企業の収益改善を受

け、広範な分野・業種で設備投資の活性化の兆しがみられる一方、海外への開発委託（オフショア開

発）等のコスト削減の動きもあり、依然厳しい状況となっております。 

このような環境の中、当社では主力であるＳＥＳ事業におきまして、前期末稼働者数 152 名から 177

名に増加し、地元企業を中心に 約 65 社と取引を行い、引き続き業容の拡大、収益性の向上に取り組

んでおります。しかしながら、社内体制にかかる販売管理費や株式上場にかかる費用等が増加したこ

とで経常利益、第３四半期純利益については前年同四半期を下回る結果となっております。 

以上の結果、当第３四半期会計期間における売上高は 705,082 千円、売上総利益 237,611 千円、営

業利益 25,132 千円、経常利益 8,919 千円、第３四半期純利益 4,324 千円となりました。 

当期間の売上高を事業別にみますと、ＳＥＳ事業は 679,996 千円、ＳＩ事業は 18,835 千円、その他

事業は 6,251 千円となりました。 

 
(2) 財政状態の変動状況 （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

19 年５月期第３四半期 416 329 79.3 73,852 84

18 年５月期第３四半期 241 113 47.2 80,582 25

(参考)18 年５月期 280 132 47.2 93,751 18

(注)平成 18 年７月 16 日付をもって１株につき２株の割合で株式分割を行っております。 

  また、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の１株当たり純資産は以下のとおりとな

ります。 

 
１株当たり 
純 資 産 

  円 銭

18 年５月期第３四半期 40,291 12

(参考)18 年５月期 46,875 59

 

 
(3) キャッシュ・フローの状況  （百万円未満切捨） 

 
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

19 年５月期第３四半期 △16 △10 133 222

18 年５月期第３四半期 7 △3 13 99

(参考)18 年５月期 32 △8 10 115

 

［財政状態の変動状況に関する定性的情報等］ 

第３四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、222,689 千円と前期末

に比較し、106,719 千円増加しております。 

当第３四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
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営業活動の結果使用した資金は16,783千円となりました。これは、税引前第３四半期純利益は11,091

千円となりましたが、売上債権の増加 10,752 千円、たな卸資産の増加 3,596 千円等による資産の増加、

未払費用の減少 23,391 千円、法人税等の支払 17,692 千円等による結果となっております。 

 

（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 10,317 千円となりました。これは、固定資産取得による支出による

ものであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は 133,821 千円であります。これは短期借入金の返済による支出 826

千円、長期借入金の返済による支出 6,787 千円、株式公開関連費用の支出 11,327 千円、株式発行によ

る収入 152,761 千円によるものであります。 

 
３．平成 19 年５月期の業績予想（平成 18 年６月１日～平成 19 年５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 959 25 10

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 2,624 円 67 銭 
    平成 19 年５月期の１株当たり予想当期純利益は当第３四半期末までの株式数の増減を考慮し

た予想期中平均株式数 3,810 株により算出しております。 
 
［業績予想に関する定性的情報等］ 

 平成 19 年５月期通期の業績予想につきましては、平成 18 年 10 月 25 日公表いたしました数値を修

正しております。詳細は、本日発表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照くだ

さい。 

 

（注）業績予想につきましては、現地点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものです。予想に

は様々な不確定要素が含まれており、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合がありますの

で、この業績予想に全面的に依拠して投資等の判断を行うことは差し控えて下さい。 

 
４．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５月期 ― ― ― 

19 年５月期（実績） ― ― ― 

19 年５月期（予想） ― ― ― 
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５．四半期財務諸表 

（1） 四半期貸借対照表 

  当第３四半期会計期間末 

（平成 19 年２月 28 日） 

前第３四半期会計期間末 

（平成 18 年２月 28 日） 

前事業年度の要約貸借対照表

（平成 18 年５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  222,689 99,218  115,969 

 ２．売掛金  132,558 100,210  121,806 

 ３．たな卸資産  11,713 14,513  8,117 

 ４．その他  18,267 8,001  11,300 

   貸倒引当金  △1,201 △1,648  △1,562 

  流動資産合計   384,028 92.2 220,295 91.3  255,631 91.1

Ⅱ 固定資産     

 １．有形固定資産 ※１ 7,639 1.8 4,942 2.1 4,633 1.7

 ２．無形固定資産  3,972 1.0 3,236 1.3 3,442 1.2

 ３．投資その他の資産     

 (1)投資有価証券  6,804 ―  ― 

 (2)敷金及び保証金  13,708 9,720  13,683 

  (3)その他  195 3,144  3,138 

  投資その他の資産  20,708 5.0 12,864 5.3 16,822 6.0

  固定資産合計   32,320 7.8 21,043 8.7  24,898 8.9

 資産合計   416,348 100.0 241,338 100.0  280,529 100.0
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  当第３四半期会計期間末 

（平成 19 年２月 28 日） 

前第３四半期会計期間末 

（平成 18 年２月 28 日） 

前事業年度の要約貸借対照表

（平成 18 年５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  6,136 12,383  12,092 

 ２．短期借入金  ― 3,328  826 

３．一年以内返済予定 

長期借入金 
 ― 1,428  1,428 

 ４．未払費用  27,240 30,961  50,631 

 ５．未払法人税等  10,138 7,119  11,852 

 ６．賞与引当金  14,019 10,601  ― 

 ７．その他 ※２ 28,838 19,936  29,508 

  流動負債合計   86,373 20.7 85,759 35.5  106,340 37.9

Ⅱ 固定負債     

 １．新株引受権付社債  ― 36,000  36,000 

 ２．長期借入金  ― 5,716  5,359 

  固定負債合計   ― ― 41,716 17.3  41,359 14.8

 負債合計   86,373 20.7 127,475 52.8  147,699 52.7
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  当第３四半期会計期間末 

（平成 19 年２月 28 日） 

前第３四半期会計期間末 

（平成 18 年２月 28 日） 

前事業年度の要約貸借対照表

（平成 18 年５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

（％）

（資本の部）     

Ⅰ 資本金   ― ― 79,325 32.9  ― ―

Ⅱ 資本剰余金     

  資本準備金  ― 44,665  ― 

  資本剰余金合計   ― ― 44,665 18.5  ― ―

Ⅲ 利益剰余金     

 １．利益準備金  ― 40  ― 

 ２．第３四半期 

   未処理損失 
 ― 10,167  ― 

  利益剰余金合計   ― ― △10,127 △4.2  ― ―

  資本合計   ― ― 113,862 47.2  ― ―

  負債・資本合計   ― ― 241,338 100.0  ― ―
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  当第３四半期会計期間末 

（平成 19 年２月 28 日） 

前第３四半期会計期間末 

（平成 18 年２月 28 日） 

前事業年度の要約貸借対照表

（平成 18 年５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   175,825 42.2 ― ―  79,325 28.3

 ２．資本剰余金     

   資本準備金  141,525 ―  44,665 

  資本剰余金合計   141,525 34.0 ― ―  44,665 15.9

 ３．利益剰余金     

  (1)利益準備金  40 ―  40 

  (2)その他利益剰余金     

    繰越利益剰余金  12,764 ―  8,439 

  利益剰余金合計   12,804 3.1 ― ―  8,480 3.0

  株主資本合計   330,154 79.3 ― ―  132,470 47.2

Ⅱ 評価・換算差額等     

  その他有価証券 

評価差額金 
 △180 ―  ― 

  評価・換算差額等合計  △180 △0.0 ― ―  ― ―

Ⅲ 新株予約権     

   新株引受権  ― ―  360 

  新株予約権合計   ― ― ― ―  360 0.1

 純資産合計   329,974 79.3 ― ―  132,830 47.3

 負債純資産合計   416,348 100.0 ― ―  280,529 100.0
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（2）四半期損益計算書 

  当第３四半期会計期間 

（自 平成 18 年６月 １日 

至 平成 19 年２月 28 日）

前第３四半期会計期間 

（自 平成 17 年６月 １日 

  至 平成 18 年２月 28 日）   至 平成 18 年５月 31 日）

前事業年度の要約損益計算書

（自 平成 17 年６月 １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   705,082 100.0 539,409 100.0  776,606 100.0

Ⅱ 売上原価   467,470 66.3 365,267 67.7  522,492 67.3

   売上総利益   237,611 33.7 174,142 32.3  254,113 32.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費   212,478 30.1 153,684 28.5  210,977 27.2

   営業利益   25,132 3.6 20,457 3.8  43,135 5.5

Ⅳ 営業外収益 ※１  14 0.0 291 0.1  0 0.0

Ⅴ 営業外費用 ※２  16,227 2.3 1,419 0.3  1,895 0.2

   経常利益   8,919 1.3 19,329 3.6  41,240 5.3

Ⅵ 特別利益 ※３  2,502 0.3 ― ―  ― ―

Ⅶ 特別損失 ※４  330 0.0 117 0.1  214 0.0

   税引前第３四半期 

  （当期）純利益 
  11,091 1.6 19,212 3.5  41,026 5.3

   法人税、住民税及び 

   事業税 
 13,697 7,119  11,852 

   法人税等調整額  △6,930 6,767 1.0 ― 7,119 1.3 △1,526 10,326 1.3

   第３四半期（当期） 

   純利益 
  4,324 0.6 12,092 2.2  30,700 4.0
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（3）四半期株主資本等変動計算書 

   当第３四半期会計期間（自 平成 18 年６月１日 至 平成 19 年２月 28 日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他 

利益剰余金 
項目 

資本金 
資本準備金

資本剰余金

合計 
利益準備金

繰越利益 

剰余金 

利益剰余金

合計 

株主資本

合計 

平成18年５月31日残高 
（千円） 

79,325 44,665 44,665 40 8,439 8,480 132,470

第３四半期中の変動額 
  

新株の発行 
96,500 96,500 96,500 ― ― ― 193,000

新株引受権の行使に伴う
新株引受権の振替 

― 360 360 ― ― ― 360

第３四半期純利益 
― ― ― ― 4,324 4,324 4,324

株主資本以外の項目の第
３四半期中の変動額 

― ― ― ― ― ― ―

第３四半期中の変動額合計
（千円） 

96,500 96,860 96,860 ― 4,324 4,324 197,684

平成19年２月28日残高 
（千円） 

175,825 141,525 141,525 40 12,764 12,804 330,154

 

評価・換算差額等 新株予約権 

項目 
その他 

有価証券 

評価差額金 

評価・換算

差額等 

合計 

新株引受権
新株予約権

合計 

純資産 

合計 

平成18年５月31日残高 
（千円） 

― ― 360 360 132,830 

第３四半期中の変動額 
  

新株の発行 
― ― ― ― 193,000 

新株引受権の行使に伴う
新株引受権の振替 

― ― △360 △360 ― 

第３四半期純利益 
― ― ― ― 4,324 

株主資本以外の項目の第
３四半期中の変動額 

△180 △180 ― ― △180 

第３四半期中の変動額合計
（千円） 

△180 △180 ― ― 197,144 

平成19年２月28日残高 
（千円） 

△180 △180 ― ― 329,974 
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   前事業年度の株主資本等変動計算書（自 平成 17 年６月１日 至 平成 18 年５月 31 日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他 

利益剰余金 
項目 

資本金 
資本準備金

資本剰余金

合計 
利益準備金

繰越利益 

剰余金 

利益剰余金

合計 

株主資本

合計 

平成17年５月31日残高 
（千円） 

69,825 34,975 34,975 40 △22,260 △22,220 82,579

事業年度中の変動額 
  

新株の発行 
9,500 9,500 9,500 ― ― ― 19,000

新株引受権の行使に伴う
新株引受権の振替 

― 190 190 ― ― ― 190

当期純利益 
― ― ― ― 30,700 30,700 30,700

事業年度中の変動額合計 
（千円） 

9,500 9,690 9,690 ― 30,700 30,700 49,890

平成18年５月31日残高 
（千円） 

79,325 44,665 44,665 40 8,439 8,480 132,470

 

新株予約権 

項目 
新株引受権 

新株予約権

合計 

純資産 

合計 

平成17年５月31日残高 
（千円） 

550 550 83,129

事業年度中の変動額 
 

新株の発行 
― ― 19,000

新株引受権の行使に伴う
新株引受権の振替 

△190 △190 ―

当期純利益 
― ― 30,700

事業年度中の変動額合計 
（千円） 

△190 △190 49,700

平成18年５月31日残高 
（千円） 

360 360 132,830
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（4）四半期キャッシュ・フロー計算書 

  
当第３四半期会計期間 

（自 平成18年６月１日 
至 平成19年２月28日）

前第３四半期会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年２月28日） 

前事業年度の要約 
キャッシュ･フロー計算書
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日）

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動による 

キャッシュ・フロー 
  

  税引前第３四半期（当期） 

  純利益 
 11,091 19,212 41,026

  減価償却費  2,948 2,430 3,190

  貸倒引当金の増加（△減 

少）額 
 △361 393 307

  賞与引当金の増加額  14,019 10,601 ―

  雑費  491 ― 298

  受取利息  △14 △3 △0

  支払利息及び社債利息  604 1,130 1,443

  新株発行費  ― 192 346

  株式交付費  4,238 ― ―

  株式公開関連費用  11,327 ― ―

  固定資産除却損  330 117 214

  売上債権の増加額  △10,752 △21,188 △42,784

  たな卸資産の増加額  △3,596 △10,380 △3,984

  その他資産の減少（△増 

加）額 
 2,349 750 △1,269

  仕入債務の増加（△減少） 

  額 
 △5,956 1,465 1,174

  未払費用の増加（△減少） 

  額 
 △23,391 1,893 21,563

  その他負債の増加（△減 

  少）額 
 △1,828 2,904 12,713

   小計  1,500 9,520 34,241

  利息の受取額  12 3 0

  利息の支払額  △604 △1,130 △1,438

  法人税等の支払額  △17,692 △610 △610

 営業活動によるキャッシュ・ 

 フロー 
 △16,783 7,782 32,192
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当第３四半期会計期間 

（自 平成18年６月１日 
至 平成19年２月28日）

前第３四半期会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年２月28日） 

前事業年度の要約 
キャッシュ･フロー計算書
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日）

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動による 

  キャッシュ・フロー 
  

  有形固定資産の取得によ

る支出 
 △4,670 △2,364 △2,574

  無形固定資産の取得によ

る支出 
 △1,889 △1,595 △2,125

  敷金及び保証金の支払に

よる支出 
 ― ― △4,028

  投資有価証券の取得によ

る支出 
 △3,758 ― ―

 投資活動によるキャッシュ・ 

 フロー 
 △10,317 △3,959 △8,728

Ⅲ 財務活動による 

  キャッシュ・フロー 
  

  短期借入金の純増加（△ 

減少）額 
 △826 2,502 ―

長期借入金の返済による 

支出 
 △6,787 △7,840 △8,197

  株式の発行による収入  152,761 18,807 18,807

株式公開関連費用の支払 

額 
 △11,327 ― ―

  ファイナンス・リース債務 

の返済による支出 
 ― △245 △276

 財務活動によるキャッシュ・ 

 フロー 
 133,821 13,223 10,333

Ⅳ 現金及び現金同等物に係

る換算差額 
 ― ― ―

Ⅴ 現金及び現金同等物の増

加額 
 106,719 17,046 33,797

Ⅵ 現金及び現金同等物の期

首残高 
 115,969 82,171 82,171

Ⅶ 現金及び現金同等物の第

３四半期末（期末）残高 
※ 222,689 99,218 115,969
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（5）注記事項等 

四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 
当第３四半期会計期間 

（自 平成18年６月１日 
至 平成19年２月28日）

前第３四半期会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日）

１．資産の評価基準及び評価 
方法 

(1)有価証券 
 その他有価証券 
  時価のあるもの 

第３四半期決算日の
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。 

(2)たな卸資産 
 ①仕掛品 
  個別法による原価法に
よっております。 

 ②貯蔵品 
  先入先出法による原価
法によっております。 

(1)    ― 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2)たな卸資産 
 ①仕掛品 
   同左 
  
 ②貯蔵品 
   同左 

(1)    ― 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2)たな卸資産 
 ①仕掛品 
   同左 
  
 ②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 
  定率法によっておりま
す。 

  なお、取得原価10万円
以上20万円未満の少額減
価償却資産については、
費用処理しております。

(2)ソフトウェア 
  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）
に基づく定額法によって
おります。 

(1)有形固定資産 
  定率法によっておりま
す。 

  なお、取得原価10万円
以上20万円未満の少額減
価償却資産については、
費用処理しております。 

(2)ソフトウェア 
   同左 

(1)有形固定資産 
  定率法によっておりま
す。 

  なお、取得原価10万円
以上20万円未満の少額減
価償却資産については、
費用処理しております。

(2)ソフトウェア 
   同左 

３．繰延資産の処理方法 (1) ― 
 
 
(2)株式交付費 
  支出時に全額費用とし
て処理しております。 

(1)     ― 
 
 
(2)    ― 

(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)    ― 

４．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 
  債権の貸倒れによる損
失に備えるため、回収不
能見込額を計上しており
ます。 

 ①一般債権 
  貸倒実績率法によって
おります。 

 ②貸倒懸念債権及び破産
更生債権 

  個別に回収可能性を勘
案して回収不能見込額を
計上しております。 

(2)賞与引当金 
  12月から５月を支給対
象期間とする正社員の賞
与の支給制度が存在して
いるため、正社員に対す
る賞与の支給に備えて、
支給見込み額に基づき当
第３四半期負担額を計上
しております。 

(1)貸倒引当金 
   同左 
 
 
 
 ①一般債権 
   同左 
 
 ②貸倒懸念債権及び破産
更生債権 

   同左 
 
 
(2)賞与引当金 
   同左 

(1)貸倒引当金 
   同左 
 
 
 
 ①一般債権 
   同左 
 
 ②貸倒懸念債権及び破産
更生債権 

   同左 
 
 
 (2)    ― 

13 



 
 

 

 
当第３四半期会計期間 

（自 平成18年６月１日 
至 平成19年２月28日）

前第３四半期会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日）

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 

６．四半期キャッシュ・フロー 
計算書（キャッシュ・フロー
計算書）における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し
可能な預金及び容易に換金
可能であり、かつ、価値の
変動について僅少なリスク
しか負わない取引日から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 同左 

７．その他四半期財務諸表（財務 
諸表）作成のための基本とな
る重要な事項 

消費税等の会計処理 
  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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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年２月28日） 

前第３四半期会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

（繰延資産の会計処理に関する当面
の取扱い） 
 当第３四半期会計期間から、「繰延
資産の会計処理に関する当面の取扱
い」（企業会計基準委員会 平成18年
８月11日 実務対応報告第19号）を適
用しております。 
 これによる損益に与える影響はあ
りません。 

（固定資産の減損に係る会計基準） 
 当第３四半期会計期間から「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。 

（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。 
これによる損益に与える影響はあ

りません。 
 
（貸借対照表の純資産の部の表示に
関する会計基準） 
当事業年度より、「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132,470千円であります。 
 なお、財務諸表等規則の改正によ
り、当事業年度における貸借対照表の
純資産の部については、改正後の財務
諸表等規則により作成しております。
 
（ストック・オプション等に関する会
計基準） 
 当事業年度より、「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）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
適用指針第11号 平成17年12月27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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追加情報 

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年２月28日） 

前第３四半期会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

（スプレッド方式の公募増資による
新株式の発行） 
平成18年10月24日を払込期日とす

る公募増資（ブックビルディング方
式）による新株式の発行は、引受証券
会社が引受価額で買取引受を行い、こ
れを引受価額と異なる発行価格で一
般投資家に販売するスプレッド方式
によっております。 
スプレッド方式では、発行価格と引

受価額との差額11,200千円が事実上
の引受手数料であり、引受価額と同一
の発行価格で一般投資家に販売する
従来の方式であれば株式交付費とし
て処理されていたものであります。 

このため従来の方式によった場合
に比べ、株式交付費の額と資本金及び
資本準備金の合計額は、それぞれ
11,200千円少なく計上され、営業利
益、経常利益及び税引前第３四半期純
利益は同額多く計上され、第３四半期
純利益は6,670千円多く計上されてお
ります。 
 
（外形標準課税制度の適用） 
平成18年10月24日を払込期日とす

る公募増資を実施し、資本金が増加し
たことにより、当第３四半期会計期間
から外形標準課税制度を適用してお
ります。 
これに伴い、当第３四半期会計期間

から「法人事業税における外形標準課
税部分の損益計算書上の表示につい
ての実務上の取扱い」（企業会計基準
委員会実務対応報告第12号 平成16
年２月13日）に従い、法人事業税の付
加価値割及び資本割については、販売
費及び一般管理費に計上しておりま
す。 
この結果、販売費及び一般管理費は

2,281千円増加し、営業利益、経常利
益及び税引前第３四半期純利益は同
額減少し、第３四半期純利益は1,200
千円減少しております。 

前事業年度までその他事業に含め
ておりました研修サービスについて
は、前事業年度末をもって有料研修サ
ービスを終了しております。引続き行
っております研修に係る費用につい
ては、当第３四半期会計期間より販売
費及び一般管理費にて計上し、一部徴
収を行っております研修負担金につ
いては研修員給与より控除処理して
おります。この結果、従来の方法によ
った場合に比較して売上総利益は
18,719千円増加し、営業利益、経常利
益及び税引前当期純利益に与える影
響はありません。 

前事業年度までその他事業に含め
ておりました研修サービスについて
は、前事業年度末をもって有料研修サ
ービスを終了しております。引続き行
っております研修に係る費用につい
ては、当事業年度より販売費及び一般
管理費にて計上し、一部徴収を行って
おります研修負担金については研修
員給与より控除処理しております。こ
の結果、従来の方法によった場合に比
較して売上総利益は26,824千円増加
し、営業利益、経常利益及び税引前当
期純利益に与える影響はありません。

 

注記事項 

  （四半期貸借対照表関係） 

当第３四半期会計期間末 
（平成19年２月28日） 

前第３四半期会計期間末 
（平成18年２月28日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年５月31日） 

※１ 有形固定資産の 
減価償却累計額 

8,614千円

  
※２ 仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺の上、流動負債の「そ
の他」として表示しておりま
す。 

 

※１ 有形固定資産の 
減価償却累計額 

6,865千円

  
※２ 仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺の上、流動負債の「そ
の他」として表示しておりま
す。 

 

※１ 有形固定資産の 
減価償却累計額 

6,296千円

  
※２ ― 
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（四半期損益計算書関係）  

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年２月28日） 

前第３四半期会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

※１ 営業外収益の主要項目 
 受取利息 14千円
  
※２ 営業外費用の主要項目 
 支払利息 192千円
 社債利息 411千円
 株式公開関連費用 11,327千円
 株式交付費 4,238千円
  
※３ 特別利益の項目 
 保険積立金解約益 2,141千円
 貸倒引当金戻入額 361千円
  
※４ 特別損失の項目  
 固定資産除却損 330千円
  
 ５ 減価償却実施額 
 有形固定資産 1,652千円
 無形固定資産 1,234千円
 
 

 

※１ 営業外収益の主要項目 
 雑収入 288千円
  
※２ 営業外費用の主要項目 
 支払利息 320千円
 社債利息 810千円
 新株発行費 192千円
  
  
※３     ― 
  
  
  
※４     ―  
  
  
 ５ 減価償却実施額 
 有形固定資産 1,029千円
 無形固定資産 1,329千円
 
 

 

※１ 営業外収益の主要項目 
 受取利息 0千円
  
※２ 営業外費用の主要項目 
 支払利息 363千円
 社債利息 1,080千円
 新株発行費 346千円
  
  
※３     ― 
  
  
  
※４ 特別損失の項目  
 固定資産除却損 214千円
  
 ５ 減価償却実施額 
 有形固定資産 1,452千円
 無形固定資産 1,653千円
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（四半期株主資本等変動計算書関係） 

当第３四半期会計期間（自 平成 18 年６月 1日 至 平成 19 年２月 28 日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 前事業年度末 
株式数(株) 

当第３四半期会計期間
増加株式数(株) 

当第３四半期会計期間 
減少株式数(株) 

当第３四半期会計期間末
株式数(株) 

発行済株式   

普通株式 
（注） 

1,413 3,055 ― 4,468

合計 1,413 3,055 ― 4,468

(注) 普通株式の第３四半期増加株式数 3,055 株は、株式分割による増加 1,413 株、新株引受権の権

利行使に伴う新株発行による増加 360 株、公募増資に伴う新株発行による増加 1,000 株及び新

株予約権の権利行使に伴う新株発行による増加 282 株であります。 

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

該当事項はありません。 

 

３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約
権の目的
となる株
式の種類

前事業 
年度末 

当第３四
半期会計
期間増加

当第３四
半期会計
期間減少 

当第３四
半期会計
期間末 

当第３四
半期会計
期間末残
高（千円）

平成12年12月 
新株引受権（注）１、２ 

普通株式 180 180 360 0 ― 

平成14年７月 
新株予約権（注）１、２ 

普通株式 100 100 200 0 ― 提出会社 

ストック・オプションとしての
新株予約権 

― ― ― ― ― ― 

合計 ― ― ― ― ― ― 

（注）１ 平成 12 年 12 月新株引受権及び平成 14 年７月新株予約権の当第３四半期会計期間の増加につ

いては、株式分割による増加であります。 

２ 平成 12 年 12 月新株引受権及び平成 14 年７月新株予約権の当第３四半期会計期間の減少は、

新株引受権及び新株予約権の行使によるものであります。 

 

４．配当に関する事項 

該当事項はありません。 
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前事業年度（自 平成 17 年６月 1日 至 平成 18 年５月 31 日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 前事業年度末 
株式数(株) 

当事業年度 
増加株式数(株) 

当事業年度 
減少株式数(株) 

当事業年度末 
株式数(株) 

発行済株式   

普通株式 
（注） 

1,033 380 ― 1,413

合計 1,033 380 ― 1,413

(注) 普通株式の当期増加株式数 380株は、新株引受権の行使に伴う新株発行によるものであります。 

 

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

該当事項はありません。 

 

３．新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約
権の目的
となる株
式の種類

前事業 
年度末 

当事業年度
増加 

当事業年度
減少 

当事業 
年度末 

当事業年
度末残高
（千円）

平成12年10月 
新株引受権（注）１ 

普通株式 380 ― 380 ― ― 

平成12年12月 
新株引受権（注）２ 

普通株式 180 ― ― 180 360

平成14年７月 
新株予約権（注）２ 

普通株式 100 ― ― 100 ― 
提出会社 

ストック・オプションとしての
新株予約権 

― ― ― ― ― ― 

合計 ― ― ― ― ― 360

（注）１ 平成 12 年 10 月新株引受権の当事業年度の減少は、新株引受権の行使によるものであります。 

２ 平成 12 年 12 月新株引受権、平成 14 年７月新株予約権は権利行使可能であります。 

３ 新株予約権のうち、従業員等に付与したストック・オプションの内容については、注記事項（ス

トック・オプション等関係）に記載しております。 

 

４．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年６月１日 

  至 平成19年２月28日） 

前第３四半期会計期間 
（自 平成17年６月１日 

  至 平成18年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 

  至 平成18年５月31日） 
※現金及び現金同等物の第３四半期
末残高と、現金及び預金勘定は一致し
ております。 

※      同左 ※現金及び現金同等物の期末残高と、
現金及び預金勘定は一致しておりま
す。 
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（リース取引関係） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年６月１日 

  至 平成19年２月28日） 

前第３四半期会計期間 
（自 平成17年６月１日 

  至 平成18年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 

  至 平成18年５月31日） 
内容の重要性が乏しく、契約１件当

たりの金額が少額なリース取引のた
め、中間財務諸表等規則第５条の３に
おいて準用する財務諸表等規則第８
条の６第６項の規定により記載を省
略しております。 

同左  内容の重要性が乏しく、契約１件当
たりの金額が少額なリース取引のた
め、財務諸表等規則第８条の６第６項
の規定により記載を省略しておりま
す。 

 

（有価証券関係） 

当第３四半期会計期間末（平成 19 年２月 28 日） 

その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
四半期貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

株式 6,984 6,804 △180
合計 6,984 6,804 △180

 

前第３四半期会計期間末（平成 18 年２月 28 日） 

該当事項はありません。 

 

前事業年度末（平成 18 年５月 31 日） 

該当事項はありません。 

 

（デリバティブ取引関係） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年２月28日） 

前第３四半期会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

当社はデリバティブ取引を全く行
っておりませんので該当事項はあり
ません。 

同左 同左 
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（ストック・オプション等関係） 

当第３四半期会計期間（自 平成 18 年６月１日 至 平成 19 年２月 28 日） 

当第３四半期会計期間は付与等していないため、該当事項はありません。 

 

前事業年度（自 平成 17 年６月１日 至 平成 18 年５月 31 日） 

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1) ストック・オプションの内容 

 平成14年７月 
ストック・オプション 

平成18年５月 
ストック・オプション 

付与対象者の区分及び数 当社の取締役 5名
当社の監査役 1名
当
 

社の従業員 25名

 
当社の取締役 1名
 
 

ストック・オプション数 普通株式   100株 普通株式   400株 
付与日 平成14年７月31日 平成18年５月31日 
権利確定条件 権利行使時において当社ならびに当社

子会社の取締役、監査役及び従業員の地位
にあること。ただし、当社ならびに当社子
会社の取締役及び監査役を任期満了によ
り退任した場合、当社取締役会において認
められる場合には、この限りではない。ま
た、行使期間内に在任または在職中死亡し
た場合は、相続人がこれを行使できるもの
とする。 

 権利行使時において当社ならびに当社
子会社の取締役、監査役及び従業員の地位
にあること。ただし、当社ならびに当社子
会社の取締役及び監査役を任期満了によ
り退任した場合、当社取締役会において認
められる場合には、この限りではない。 

対象勤務期間 ２年間（自平成14年７月31日 
    至平成16年７月31日） 

３年１ヶ月間（自平成18年５月31日 
       至平成21年６月30日） 

権利行使期間 権利確定後５年以内 権利確定後10年以内 

 

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、

株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

 平成14年７月 
ストック・オプション 

平成18年５月 
ストック・オプション 

権利確定前         (株) 
 前事業年度末 ― ―
 付与 ― 400
 失効 ― ―
 権利確定 ― ―
 未確定残 ― 400
権利確定後         (株) 
 前事業年度末 100 ―
 権利確定 ― ―
 権利行使 ― ―
 失効 ― ―
 未行使残 100 ―

(注)平成 14 年７月ストック・オプション未行使残のうち 48 株については退職した役員及び従業員の新

株予約権でありますが、平成 18 年８月 18 日開催の取締役会決議により消却を行っております。 
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② 単価情報 

 平成14年７月 
ストック・オプション 

平成18年５月 
ストック・オプション 

権利行使価格           （円） 200,000 200,000
単位当たりの本源的価値（付与日）（円） ― 0

 

２．ストック・オプションの単位当たりの本源的価値の見積方法 

収益還元方式と時価純資産方式の折衷法により算定した自社の株式評価額から行使価格を控除して算定して

います。 

 

３．ストック・オプションの当事業年度末における本源的価値の合計額   0 円 

 

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用して

います。 

 

５．財務諸表への影響額 

当事業年度における財務諸表への影響はありません。 
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（持分法損益等） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年２月28日） 

前第３四半期会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

 当社は関連会社がありませんので、
該当事項はありません。 

同左 同左 

 

（１株当たり情報） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年２月28日） 

前第３四半期会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

１株当たり純資産額 
73,852円 84銭 

１株当たり第３四半期純利益 
1,205円 28銭 

潜在株式調整後１株当たり 
第３四半期純利益 

1,160円 64銭 
 
  

１株当たり純資産額 
80,582円 25銭

１株当たり第３四半期純利益 
10,068円 92銭

  
  
 
 
なお、潜在株式調整後１株当たり第

３四半期純利益については、新株引受
権及び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、期中平
均株価が把握できませんので、記載し
ておりません。  

１株当たり純資産額 
93,751円 18銭

１株当たり当期純利益 
24,482円 02銭

  
 
 
 
なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、新株引受権及び
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、期中平均株価が
把握できませんので、記載しておりま
せん。 

 

（注）１ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 当第３四半期会計期間末
（平成19年２月28日） 

前第３四半期会計期間末 
（平成18年２月28日） 

前事業年度末 
（平成18年５月31日） 

四半期貸借対照表（貸借対照表）の純
資産の部の合計額 （千円） 

329,974 ― 132,830

普通株主に係る純資産額 （千円） 329,974 ― 132,470

四半期貸借対照表（貸借対照表）の純
資産の部の合計額と１株当たり純資
産額の算定に用いられた普通株式に
係る第３四半期会計期間末（事業年度
末）の純資産額との差額 （千円） 

― ― 360

（うち新株引受権） （―） ― （360）

普通株式の発行済株式数 （株） 4,468 ― 1,413

１株当たり純資産額の算定に用いら
れた普通株式の数 （株） 

4,468 ― 1,413
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２ １株当たり第３四半期（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たりの第３四半期（当期）純利益の算

定上の基礎は以下のとおりであります。 

 当第３四半期会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年２月28日）

前第３四半期会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
 至 平成18年５月31日）

１株当たり第３四半期（当期）純利益

金額 
 

第３四半期（当期）純利益 （千円） 4,324 12,092 30,700

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ―

普通株式に係る第３四半期（当期）純
利益（千円） 

4,324 12,092 30,700

期中平均株式数（株） 3,588 1,201 1,254

  

潜在株式調整後１株当たり第３四半
期（当期）純利益金額 

 

第３四半期（当期）純利益調整金額 
(千円) 

― ― ―

普通株式増加数（株） 138 ― ―

（うち新株引受権） （3） ― ―

（うち新株予約権） （135） ― ―

希薄化効果を有しないため、潜在株式
調整後１株当たり第３四半期（当期）
純利益の算定に含めなかった潜在株
式の概要 

― 第２回無担保分離型新
株引受権付社債（新株引
受権の残高36,000千円）
及び新株予約権の数153
個。 

 第２回無担保分離型新
株引受権付社債（新株引
受権の残高36,000千円）
及び新株予約権の数２種
類600個。 

 

３ 株式分割について 

当第３四半期会計期間（自 平成 18 年６月１日 至 平成 19 年２月 28 日） 

当社は、平成 18 年７月 16 日付で株式１株につき２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第３四半期会計期間及び前事業年度の１

株当たり情報については、以下のとおりとなります。 

前第３四半期会計期間 
（自 平成17年６月１日 

  至 平成18年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 

  至 平成18年５月31日） 

 
１株当たり純資産額 40,291円 12銭
 
１株当たり第３四半期純利益 5,034円 46銭
 
なお、潜在株式調整後１株当たり第３四半期純利益につ

いては、新株引受権及び新株予約権の残高はありますが、
前第３四半期会計期間においては当社株式は非上場であ
り、期中平均株価が把握できませんので、記載しておりま
ん。 せ

 

 
１株当たり純資産額 46,875円 59銭
 
１株当たり当期純利益 12,236円 13銭
 
なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、新株引受権及び新株予約権の残高はありますが、前事
業年度においては当社株式は非上場であり、期中平均株価
把握できませんので、記載しておりません。 が
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（重要な後発事象） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年２月28日） 

前第３四半期会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

― ― １．株式分割 
  平成18年６月22日開催の取締役
会において、次のとおり株式分割を
行うことを決議し、平成18年７月16
日付で株式１株につき２株の株式
分割を行っております。 
(1) 目的 

株式の流動性の向上及び投資
家層の拡大を図ることです。 

(2) 分割の方法 
平成18年７月15日 終の株主
名簿に記載された株主の所有
株式数1,413株に対し、１株に
つき２株の割合をもって株式
分割いたします。 

(3) 分割により増加する株式数 
  普通株式  1,413株 
(4) 株式分割の日 

平成18年７月16日 
(5) 配当起算日 

平成18年６月１日 
(6) 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株当たり情報及
び当期首に行われたと仮定し
た場合の当事業年度における1
株当たり情報は、それぞれ以下
のとおりになります。 

前事業年度 

１株当たり 
純資産額 

39,970円93銭

１株当たり 
当期純利益 

4,562円81銭

なお、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益については、新株引受
権及び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、
期中平均株価が把握できませんの
で、記載しておりません。 
 

当事業年度 

１株当たり 
純資産額 

46,875円59銭

１株当たり 
当期純利益 

12,236円13銭

なお、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益については、新株引受
権及び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、
期中平均株価が把握できませんの
で、記載しておりません。 
  

 

25 



 
 

 

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年２月28日） 

前第３四半期会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

  ２．新株予約権及び新株引受権の行使
に伴う新株の発行 

平成18年８月16日付で新株予約
権及び新株引受権が行使され、株式
数等が次のとおり増加しておりま
す。 
(1) 平成14年７月31日発行の新

株予約権の行使 
①新株予約権の行使により発
行した株式の種類、数及び１
株当たりの発行価格 
１株当たりの発行価格 
普通株式 86株 100,000円

②新株予約権の行使により発
行した株式の発行価額の総
額 
8,600千円 

③新株予約権の行使により発
行した株式の資本組入額 
4,300千円 

④新株式の配当起算日 
平成18年６月１日 

(2) 第２回無担保分離型新株引
受権付社債に係る代用払込
による新株引受権の行使 

 ①新株引受権の行使により発
行した株式の種類、数及び１
株当たりの発行価格 
１株当たりの発行価格 

  普通株式 54株 100,000円
 ②新株引受権付社債の減少額

及び新株引受権の行使によ
り発行した株式の発行価額
の総額 

  5,400千円 
 ③新株引受権の行使により発

行した株式の資本組入額 
  2,700千円 
 ④新株式の配当起算日 
  平成18年６月１日 
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