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１．平成19年２月中間期の業績（平成18年９月1日～平成19年２月28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 ％

19年２月中間期 568 16.9 96 △9.8 76 △27.2
18年２月中間期 486 － 106 － 104 －

18年８月期 1,026 229 211

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり　
　中間（当期）純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

19年２月中間期 41 △31.9 1,450 83 1,404 64
18年２月中間期 60 － 55,695 85 － －
18年８月期 121 8,150 25 － －

（注）①期中平均株式数 19年２月中間期 28,591株 18年２月中間期 1,094株 18年８月期 14,966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。なお、平成18年２月中

間期の対前年中間期増減率については、平成17年２月期の中間財務諸表を作成していないため記載しておりません。

④平成18年６月28日付で株式１株につき10株の株式分割を行っております。なお、平成18年８月期の１株当たり当期純利益は、当該株式分

割が期首に行われたものとして計算しております。 

(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２月中間期 1,097 930 84.8 32,271 90
18年２月中間期 581 340 58.5 306,342 34
18年８月期 696 473 68.0 18,552 34

（注）①期末発行済株式数 19年２月中間期 28,830株 18年２月中間期 1,110株 18年８月期 25,500株

②期末自己株式数 19年２月中間期 －株 18年２月中間期 －株 18年８月期 －株

２．平成19年８月期の業績予想（平成18年９月１日～平成19年８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 1,281 312 182

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　6,337円35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８月期 － － －

19年８月期（実績） － －
－

19年８月期（予想） － －

 

※　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判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の５ページを参照して下さい。
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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18年２月28日）
当中間会計期間末

（平成19年２月28日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年８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  276,778   510,221   361,281   

２．売掛金  177,556   219,928   204,641   

３．たな卸資産  5,348   8,154   1,727   

４．その他  10,462   64,210   15,563   

５. 貸倒引当金  △532   △784   △613   

流動資産合計   469,613 80.8  801,730 73.1  582,600 83.7

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※1 30,592   28,606   23,548   

２．無形固定資産  19,003   34,964   28,744   

３．投資その他の
資産

※
2,3

         

 (1)関係会社株式  －   175,000   10,000   

 (2)その他  －   57,102   51,310   

　　投資その他の　
資産合計

 61,808   232,102   61,310   

固定資産合計   111,405 19.2  295,673 26.9  113,603 16.3

資産合計   581,018 100.0  1,097,404 100.0  696,203 100.0

           

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金  26,309   35,703   31,846   

２．一年以内返済
予定の長期借
入金

 53,749   26,040   26,040   

３．未払費用  39,894   41,658   52,676   

４．未払法人税等  46,000   36,100   64,269   

５．その他  14,677   11,413   19,176   

流動負債合計   180,630 31.1  150,915 13.7  194,009 27.8

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金  60,348   16,090   29,110   

固定負債合計   60,348 10.4  16,090 1.5  29,110 4.2

負債合計   240,978 41.5  167,005 15.2  223,119 32.0

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   119,750 20.6  － －  － －

Ⅱ　資本剰余金           

１．資本準備金  88,750   －   －   

資本剰余金合計   88,750 15.3  － －  － －

Ⅲ　利益剰余金           

１．中間未処分利
益

 131,539   －   －   

利益剰余金合計   131,539 22.6  － －  － －

資本合計   340,039 58.5  － －  － －

負債・資本合計   581,018 100.0  － －  － －
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前中間会計期間末

（平成18年２月28日）
当中間会計期間末

（平成19年２月28日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年８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   － －  399,668 36.5  191,750 27.5

２．資本剰余金           

(1）資本準備金  －   296,665   88,750   

資本剰余金合
計

  － －  296,665 27.0  88,750 12.8

３．利益剰余金           

(1）その他利益
剰余金

          

繰越利益剰
余金

 －   234,065   192,584   

利益剰余金合
計

  － －  234,065 21.3  192,584 27.7

株主資本合計   － －  930,398 84.8  473,084 68.0

純資産合計   － －  930,398 84.8  473,084 68.0

負債純資産合計   － －  1,097,404 100.0  696,203 100.0
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８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   486,724 100.0  568,999 100.0  1,026,580 100.0

Ⅱ　売上原価   191,905 39.4  235,495 41.4  404,190 39.4

売上総利益   294,818 60.6  333,504 58.6  622,390 60.6

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  187,858 38.6  236,793 41.6  392,472 38.2

営業利益   106,960 22.0  96,710 17.0  229,917 22.4

Ⅳ　営業外収益   57 0.0  636 0.1  171 0.0

Ⅴ　営業外費用 ※1  2,360 0.5  21,192 3.7  18,355 1.8

経常利益   104,657 21.5  76,153 13.4  211,732 20.6

Ⅵ　特別利益           

１．前期損益修正
益

※2 1,487 1,487 0.3 － － － － － －

Ⅶ　特別損失           

１．前期損益修正
損

※3 －   －   1,328   

２．固定資産除却
損 

※4 － － － 29 29 0.0 505 1,833 0.2

税引前中間
（当期）純利
益

  106,145 21.8  76,124 13.4  209,899 20.4

法人税、住民
税及び事業税

 43,882   34,112   88,453   

法人税等調整
額

 1,332 45,215 9.3 531 34,643 6.1 △528 87,924 8.5

中間（当期）
純利益

  60,930 12.5  41,480 7.3  121,974 11.9

前期繰越利益   70,609   －   －  

中間未処分利
益

  131,539   －   －  
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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９月１日　至　平成19年２月28日）

 

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

資本準備金
資本剰余金

合計

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８月31日　残高
（千円）

191,750 88,750 88,750 192,584 192,584 473,084 473,084

中間会計期間中の変動額        

新株の発行 207,918 207,915 207,915   415,833 415,833

中間純利益    41,480 41,480 41,480 41,480

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

207,918 207,915 207,915 41,480 41,480 457,314 457,314

平成19年２月28日　残高
（千円）

399,668 296,665 296,665 234,065 234,065 930,398 930,398

前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成17年９月１日　至　平成18年８月31日）

 

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
資本準備金

資本剰余金
合計

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８月31日　残高
（千円）

79,750 48,750 48,750 70,609 70,609 199,109 199,109

事業年度中の変動額        

新株の発行 112,000 40,000 40,000   152,000 152,000

当期純利益    121,974 121,974 121,974 121,974

事業年度中の変動額合計
（千円）

112,000 40,000 40,000 121,974 121,974 273,974 273,974

平成18年８月31日　残高
（千円）

191,750 88,750 88,750 192,584 192,584 473,084 473,084
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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９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

子会社株式

移動平均法による原価法

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

(1）有価証券

満期保有目的の債券

同　左

子会社株式

             同  左　     　　　  

その他有価証券

時価のないもの

同　左 

(1）有価証券

満期保有目的の債券

同　左

子会社株式

同  左

その他有価証券　　

時価のないもの

同　左

 (2）たな卸資産

───────

 

仕掛品

個別法による原価法

貯蔵品

総平均法による原価法

(2）たな卸資産

商品

 総平均法による原価法

仕掛品

同　左

貯蔵品

同　左

(2）たな卸資産

───────

 

仕掛品

同　左

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

なお、耐用年数及び残存価額

については、法人税法等に規

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

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。

(2）無形固定資産

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（２～５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

３．引当金の計上基準 貸倒引当金

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、

過去の貸倒実績率を基に算定し

た予想損失率により、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。

貸倒引当金

同　左

貸倒引当金

同　左

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
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

５．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

金利スワップ取引については、

特例処理の要件を満たしてい

るため、特例処理を採用して

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　金利スワップ取

引

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

将来の金利変動によるリスク

回避を目的として利用してお

り、リスクヘッジ目的以外の

取引は行わない方針でありま

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

金利スワップ取引については、

特例処理によっているため有

効性の評価を省略しておりま

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

６．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

消費税等の処理について

消費税等の会計処理は税抜方式

によっております。

消費税等の処理について

同　左

消費税等の処理について

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９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８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係る意見書」（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

る当中間会計期間の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。これによる当事業年度の損益に与

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。

従来の資本の部に相当する金額は930,398千

円であります。

なお、中間財務諸表等規則の改正により、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、改正後の中間財務諸表等

規則により作成しております。 

（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。

従来の資本の部に相当する金額は473,084千

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。

表示方法の変更

前中間会計期間

（自　平成17年９月１日

至　平成18年２月28日）

当中間会計期間

（自　平成18年９月１日

至　平成19年２月28日）

────────── （貸借対照表）

   前中間会計期間まで固定資産の「投資その他の資産」に含めて表示

しておりました「関係会社株式」は、資産の総額の100分の５を超え

たため、当中間会計期間より区分掲記しております。

　なお、前中間会計期間における「関係会社株式」の金額は、10,000

千円であります。

 （損益計算書） 

 　前中間会計期間において営業外費用で表示しておりました「新株発

行費」は、当中間会計期間から「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）により「株式交付費」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18年２月28日）

当中間会計期間末
（平成19年２月28日）

前事業年度末
（平成18年８月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

34,905千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

34,713千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

37,808千円

※２　投資その他の資産に係る貸倒引当金

205千円

※２　投資その他の資産に係る貸倒引当金

205千円

※２　投資その他の資産に係る貸倒引当金

205千円

※３　担保提供資産

　　　　宅地建物取引業法に伴う供託

投資有価証券　　 　  9,998千円

※３　担保提供資産

　　　　宅地建物取引業法に伴う供託

投資有価証券　　　　 9,999千円

※３　担保提供資産

　　　　宅地建物取引業法に伴う供託

           投資有価証券　　　　 9,999千円

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

※１　営業外費用のうちの主要なもの ※１　営業外費用のうちの主要なもの ※１　営業外費用のうちの主要なもの

支払利息　　　　　　   1,775千円

新株発行費　　　　　　   430千円

支払利息　　　　　　 　 　749千円

株式上場関連費用　 　  17,020千円

　　　　株式交付費　　　　 　 　3,418千円

支払利息　　　　　 　　 3,102千円

株式上場関連費用       13,396千円

 　　　　株式交付費　            1,294千円

※２　前期損益修正益は、前払費用の修正に

伴うものであります。

※２　　　　　───────　 ※２　　　　　───────　

※３　　　　───────　 ※３　　　　　───────　 ※３　前期損益修正損は、前期損益修正損

2,816千円と前期損益修正益 1,487千円

の相殺金額であります。

主なものは、以下のとおりでありま

す。

　前期損益修正損

　　支払ロイヤリティ修正 2,816千円

　前期損益修正益

　　前払費用修正　　　　 1,487千円

 ※４　　　　───────　 ※４　固定資産除却損の内訳は次のとおりで

あります。 

建物 29千円

※４　固定資産除却損の内訳は次のとおりであ

ります。

建物 398千円

工具器具備品 26千円

その他 80千円

  505千円

５　減価償却実施額 

           有形固定資産　　　　 6,058千円

           無形固定資産         1,447千円

５　減価償却実施額 

           有形固定資産　　　　  6,702千円

           無形固定資産          7,513千円

５　減価償却実施額 

 　　　　 有形固定資産　　　  　13,772千円

　　　　　無形固定資産　　　 　  4,951千円

（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９月１日　至　平成19年２月28日）

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。

 

前事業年度（自　平成17年９月１日　至　平成18年８月31日）

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。
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31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

　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

　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

　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

引は一契約当たりの金額がすべて300万円以下

であるため、中間財務諸表等規則第５条の３

及び財務諸表等規則第８条の６第６項並びに

同ガイドラインの規定に従い、記載を省略し

ております。

同　左   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

引は一契約当たりの金額がすべて300万円以下

であるため、財務諸表等規則第８条の６第６

項及び同ガイドラインの規定に従い、記載を

省略しております。

（有価証券関係）

前中間会計期間末（平成18年２月28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。

当中間会計期間末（平成19年２月28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。

前事業年度末（平成18年８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。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

１株当たり純資産額 306,342円32銭

１株当たり中間純利

益金額
55,695円85銭

１株当たり純資産額 32,271円90銭

１株当たり中間純利

益金額
1,450円83銭

潜在株式調整後１株

当たり中間純利益金

額

1,404円64銭

１株当たり純資産額 18,552円34銭

１株当たり当期純利

益金額
8,150円25銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、新株引

受権及び新株予約権の残高がありま

すが、当社株式は非上場・非登録で

あり、期中平均株価を把握できない

ため記載しておりません。

──────────   なお、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

約権の残高がありますが、当社株式

は非上場・非登録であり、期中平均

株価を把握できないため記載してお

りません。

　当社は、平成18年６月28日付で株

式１株につき10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は、

以下のとおりとなります。

 

１株当たり純資産額 19,713円86銭

１株当たり当期純利

益金額
6,880円02銭

 

 　当社は、平成18年６月28日付をもっ

て平成18年６月27日の最終の株主名簿

に記載された株主の所有株式数を、１

株につき10株の割合をもって分割いた

しました。

　当該株式分割が前期首に行われたと

仮定した場合の前中間会計期間におけ

る１株当たり情報は、以下のとおりで

あります。 

 

  

前中間会計期間

１株当たり純資産額

30,634円23銭

１株当たり中間純利益金額

5,569円59銭

 

 　なお、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・非登録で

あり、期中平均株価が把握できない

ため記載しておりません。
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（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、

以下のとおりであります。 

 

 
前中間会計期間

（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

中間（当期）純利益（千円） 60,930 41,480 121,974

普通株主に帰属しない金額

（千円）
－ － －

普通株式に係る中間（当期）純

利益（千円）
60,930 41,480 121,974

期中平均株式数（株） 1,094 28,591 14,966

普通株式増加数（株） － 940 －

　（うち新株予約権） － (940) －

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）純利益の算定に含めなかっ

た潜在株式の概要

第１回新株引受権付社債

（新株引受権の目的とな

る株式数1,440株）及び新

株予約権（新株予約権の

目的となる株式の数　93

株）

──────  新株予約権（新株予約権
の目的となる株式数の数
1,170株）
 なお、新株引受権は当事
業年度において全て権利
行使されております。
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

（ストックオプションの付与）

　当社は、平成17年８月22日開催の臨

時株主総会において承認された新株予

約権について、下記のとおり取締役会

において、具体的に発行内容を決定し

発行いたしました。

────────── （新株の発行） 

　当社株式は、平成18年９月15日に東

京証券取引所マザーズ市場へ上場いた

しました。上場にあたり、平成18年８

月16日及び平成18年８月29日開催の取

締役会において、下記のとおり新株式

（1）平成18年２月27日取締役会決議

①発行日　　平成18年３月１日

②発行数　　　　　　　 21個

（新株予約権１個当たりの目的

となる株式数１株）

③発行価額　　　　　　　無償

④目的となる株式の種類

当社普通株式

⑤権利行使価額

１株当たり800,000円

⑥新株予約権の行使期間

平成19年10月１日から

平成27年７月31日まで

⑦割当対象者

当社従業員７名及び社外協力者

１名

の発行を決議し、平成18年９月14日に

払込が完了いたしました。

　この結果、資本金は399,668千円、

発行済株式総数は28,830株となりまし

た。

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：普通株式　3,330株

　 の種類及び数

 ③発行価格　　：１株につき

 　　　　　　　　　　　　135,000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　　　　

　　　　　124,875円

(2）平成18年４月24日取締役会決議

①発行日　　平成18年４月24日

②発行数　　　　　　 　２個

（新株予約権１個当たりの目的

となる株式数１株）

③発行価額　　　　　　　無償

④目的となる株式の種類

当社普通株式

⑤権利行使価額

１株当たり800,000円

⑥新株予約権の行使期間

平成19年10月１日から

平成27年７月31日まで

⑦割当対象者 　当社従業員２名

 　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払込金額の総：　　　415,833千円

　 額

 ⑥資本組入額　：１株につき

 　　　　　　　　　　　　 62,438円

 ⑦資本組入額の：　　　207,918千円

　 総額

(3）平成18年５月12日取締役会決議

①発行日　　平成18年５月12日

②発行数　　　　　　 　１個

（新株予約権１個当たりの目的

となる株式数１株）

③発行価額　　　　　　　無償

④目的となる株式の種類

当社普通株式

⑤権利行使価額

１株当たり800,000円

⑥新株予約権の行使期間

平成19年10月１日から

平成27年７月31日まで

⑦割当対象者　当社従業員１名

⑧払込期日　　：平成18年９月14日

⑨配当起算日　：平成18年９月１日

 ⑩資金の使途　：コンテンツの開発環

境整備のためのシス

テム導入、業務シス

テムの整備・拡充及

び本社事務所移転関

係
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前中間会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

（第１回新株引受権付無担保社債に係

る新株引受権の行使）

　平成18年５月24日において第１回新

株引受権付無担保社債に係る新株引受

権の権利行使を受けました。

　その概要は下記のとおりであります。

①増加した株式の種類及び数

普通株式　1,440株

②増加した資本金

72,000千円

③増加した資本準備金　　―

④新株引受権行使後の発行済株式

総数　　　　　　 2,550株

⑤新株引受権行使後の資本金

191,750千円
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