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1.  平成22年1月期第3四半期の連結業績（平成21年2月1日～平成21年10月31日） 

（注）潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年1月期第3四半期 11,874 ― △1,594 ― △1,547 ― △1,907 ―
21年1月期第3四半期 14,201 ― △1,190 ― △1,169 ― △949 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年1月期第3四半期 △18,541.04 ―
21年1月期第3四半期 △8,689.74 ―

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

22年1月期第3四半期 7,868 5,271 66.3 51,483.04
21年1月期 11,148 7,336 65.4 68,919.55

（参考） 自己資本   22年1月期第3四半期  5,217百万円 21年1月期  7,292百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年1月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年1月期 ― 0.00 ―
22年1月期 

（予想） 0.00 0.00

3.  平成22年1月期の連結業績予想（平成21年2月1日～平成22年1月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 1株当たり当期
純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 19,908 △2.6 △57 ― 46 ― 5 ― 55.50
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4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(注)1. 平成21年２月２日に株式会社スターキューブ(当社全額出資)を、平成21年３月31日に娜露密雅商貿(上海)有限公司(当社全額出資)を、 
平成21年７月10日に株式会社ナルミヤ・ワンパ(当社全額出資)を設立しております。 
   2. 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
(注) 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注） 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、実
際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針(企業会計基準
適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年1月期第3四半期 109,300株 21年1月期  109,300株
② 期末自己株式数 22年1月期第3四半期  7,953株 21年1月期  3,485株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年1月期第3四半期 102,859株 21年1月期第3四半期 109,268株
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 当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、経済対策の効果などにより一部で回復の兆しが見られたもの 

の、雇用情勢や個人所得の悪化によって個人消費は引き続き低水準に推移し、また、企業活動においてもデフレーシ

ョンの進行や、円高ドル安の為替水準などにより、依然として厳しい状況が続いております。 

 当社グループが属するアパレル業界におきましても、低価格化や徹底的なコストカットなど、生き残りをかけた厳

しい生存競争が展開されております。 

 このような環境の中で、当社グループは収益力の改善を目指し、業務の見直しによる構造改革や、より顧客ニーズ

に対応した新規ブランド商品の展開などの重点施策を着実に実行してまいりました。  

 その一環として、８月に百貨店向け低価格ブランド「Lindsay(リンジィ)」を新たに投入いたしました。当ブラン 

ドは当社の既存ブランドと比較して、低価格なアイテムを中心とした商品展開と、トレンドを意識したデザインを特

徴とし、また市場調査に即応した商品の投入を可能とした企画・生産体制を導入しております。その他、ショッピン

グセンター向け店舗「Lovetoxic(ラブトキシック)」は当第３四半期連結会計期間に新たに３店舗をオープンし、合 

計６店舗となりました。 

 一方で、厳しい市場環境にあっても利益を確保できる企業体質への転換を図り、業務の効率化や固定費の削減を中

心とした様々なコスト削減策を実施しております。その一環として、８月より売場における業務の効率化を目的とし

た情報端末の更新を進め、また、９月には本社を港区青山から同区芝公園へと移転し、固定比率の改善や本社業務の

効率化を図り、さらに人件費の削減を進めてまいりました。 

 しかしながら、消費マインドは依然として低迷しており、特に当社グループの主力販売チャネルである百貨店業界

においては、20ヶ月連続で売上高が前年同期比を下回るなど、厳しい状況が継続するなか、当社グループにおいても

客数・客単価ともに前年を下回って推移いたしました。  

 以上の結果、売上高11,874百万円(前年同期比16.4％減)、営業損失1,594百万円(前年同期 営業損失1,190百万 

円)、経常損失1,547百万円(前年同期 経常損失1,169百万円)、四半期純損失1,907百万円(前年同期 四半期純損失 

949百万円)となりました。  

   

  

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は、7,868百万円となり、前連結会計年度末と比較し、3,279百万円減

少いたしました。その主な要因は、長期預金の減少1,600百万円や受取手形及び売掛金の減少1,271百万円等によるも

のであります。 

 当第３四半期連結会計期間末における負債は、2,597百万円となり、前連結会計年度末と比較し、1,214百万円減少

いたしました。その主な要因は、支払手形及び買掛金の減少608百万、未払費用の減少150百万円及び一年内償還予定

社債の減少100百万円等によるものであります。 

 なお、純資産は、5,271百万円となり、前連結会計年度末と比較し、2,065百万円減少いたしましたが、自己資本比

率は0.89ポイント改善いたしました。  

  

(キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末の残高

1,736百万円に対して883百万円減少し、853百万円となりました。当第３四半期連結累計期間における各キャッシ

ュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用した資金は、1,628百万円となりました。これは主に、売上債権の減少1,200百万等があったも

のの、税金等調整前四半期純損失1,831百万円の計上、仕入債務の減少608百万円及びたな卸資産の増加411百万円等 

があったことによります。   

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果得られた資金は、1,191百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出251百万

円や差入保証金の差入による支出227百万円等があったものの、定期預金の払戻による収入1,600百万円等があったこ

とによります。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は、436百万円となりました。これは主に、自己株式の取得による支出166百万円、長

期借入金の返済による支出118百万円及び社債の償還による支出100百万円等があったことによります。   

  

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

２．連結財政状態に関する定性的情報
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 当期の業績予想につきましては、平成21年９月３日発表の数値に変更はありません。 

    

  該当事項はありません。  

（注）当社は、平成21年２月２月に完全子会社である株式会社スターキューブを設立、第１四半期連結会計期間

  より連結の範囲に含め、平成21年７月10日に完全子会社である株式会社ナルミヤ・ワンパを設立、第２四半

  期連結会計期間より連結の範囲に含めておりますが、開示府令第19条第７項に規定する特定子会社には該当

  いたしません。 

   また、平成21年３月31日完全子会社である娜露密雅商貿(上海)有限公司を中国・上海に設立しております

  が、四半期連結財務諸表への影響が軽微であることから、連結の範囲に含めておらず、持分法の適用もして

  おりません。また、開示府令第19条第７項に規定する特定子会社にも該当しておりません。 

     

   

（簡便な会計処理）  

① 固定資産の減価償却費の算定方法 

 減価償却の方法として、定率法を採用している固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期

間按分して算定しております。 

  

② たな卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出においては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計期間末の実

地棚卸高を基礎として、合理的な方法により算定しております。  

  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
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① 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に 

 関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務 

 諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

② たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、個別法による原価法によっておりましたが、第１四

半期連結会計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適

用されたことに伴い、個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方

法）により算定しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。  

  

③ リース取引に関する会計基準の適用 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号 平成19年３月30日改正）及び「リース

取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号 平成19年３月30日改正）を第１四半期連結

会計期間から適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法を採用しております。 

 当第３四半期連結累計期間においては、対象となる取引がないため、この変更による当第３四半期連結累計期

間の損益に与える影響はありません。なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前の所有権移転

外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用してい

ます。 

  

④ ポイント引当金の計上基準の変更 

 ポイント利用による費用は、従来、ポイント利用時に営業費用で処理しておりましたが、株主優待券をポイン

トとして選択することが可能となり、ポイント残高は増加したことに伴い、第１四半期連結会計期間より四半期

連結会計期間末日以降に発生すると見込まれる額をポイント引当金として計上する方法に変更いたしました。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べ、当第３四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整

前四半期純損失はそれぞれ4,288千円増加しております。  

  

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年10月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 853,402 1,736,957

受取手形及び売掛金 2,039,509 3,311,081

商品 2,427,952 2,013,090

原材料 77 34

仕掛品 － 3,206

繰延税金資産 － 53,873

未収還付法人税等 － 37,458

その他 185,599 272,623

貸倒引当金 △23,072 △24,890

流動資産合計 5,483,470 7,403,436

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 249,488 177,414

機械装置及び運搬具（純額） 351 644

工具、器具及び備品（純額） 64,122 29,587

土地 375,140 409,540

有形固定資産合計 689,102 617,186

無形固定資産   

のれん 359,157 399,063

ソフトウエア 161,560 99,881

無形固定資産合計 520,717 498,945

投資その他の資産   

投資有価証券 45,318 25,747

長期預金 － 1,600,000

差入保証金 1,012,911 923,657

その他 146,976 86,588

貸倒引当金 △29,710 △7,333

投資その他の資産合計 1,175,496 2,628,659

固定資産合計 2,385,316 3,744,792

資産合計 7,868,786 11,148,228
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年10月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年１月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,294,190 1,902,301

短期借入金 － 50,000

1年内償還予定の社債 － 100,000

1年内返済予定の長期借入金 85,032 140,712

未払法人税等 20,101 －

未払金 436,052 510,938

未払費用 256,993 407,003

賞与引当金 － 76,572

返品調整引当金 41,874 34,832

株主優待引当金 40,013 28,605

ポイント引当金 4,288 －

設備関係支払手形 80,880 95,357

その他 130,939 149,570

流動負債合計 2,390,366 3,495,894

固定負債   

長期借入金 55,951 118,457

退職給付引当金 34,236 6,677

役員退職慰労引当金 34,674 65,099

その他 82,523 125,881

固定負債合計 207,385 316,116

負債合計 2,597,752 3,812,010

純資産の部   

株主資本   

資本金 920,550 920,550

資本剰余金 1,124,950 1,124,950

利益剰余金 3,473,560 5,380,678

自己株式 △297,605 △130,687

株主資本合計 5,221,454 7,295,491

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,802 △2,769

評価・換算差額等合計 △3,802 △2,769

新株予約権 53,382 43,496

純資産合計 5,271,034 7,336,218

負債純資産合計 7,868,786 11,148,228
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年10月31日) 

売上高 11,874,582

売上原価 5,623,145

売上総利益 6,251,437

販売費及び一般管理費 7,845,929

営業損失（△） △1,594,491

営業外収益  

受取利息 9,224

受取配当金 26

投資有価証券売却益 257

仕入割引 31,217

デリバティブ評価益 8,007

雑収入 24,579

営業外収益合計 73,312

営業外費用  

支払利息 3,943

為替差損 20,906

雑損失 1,762

営業外費用合計 26,613

経常損失（△） △1,547,792

特別利益  

固定資産売却益 11,182

貸倒引当金戻入額 3,682

特別利益合計 14,865

特別損失  

固定資産除却損 42,450

減損損失 8,064

割増退職金 22,648

役員退職慰労金 212,500

その他 12,986

特別損失合計 298,650

税金等調整前四半期純損失（△） △1,831,577

法人税、住民税及び事業税 21,667

法人税等調整額 53,873

法人税等合計 75,541

四半期純損失（△） △1,907,118
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年10月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △1,831,577

減価償却費 157,190

減損損失 8,064

株式報酬費用 9,886

のれん償却額 39,906

退職給付引当金の増減額（△は減少） 27,558

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △30,425

貸倒引当金の増減額（△は減少） 20,558

賞与引当金の増減額（△は減少） △76,572

返品調整引当金の増減額（△は減少） 7,042

株主優待引当金の増減額（△は減少） 11,407

ポイント引当金の増減額（△は減少） 4,288

受取利息及び受取配当金 △9,250

投資有価証券売却損益（△は益） △257

支払利息 3,943

為替差損益（△は益） 9,571

有形固定資産売却損益（△は益） △10,637

固定資産除却損 42,450

役員退職慰労金 212,500

割増退職金 22,648

売上債権の増減額（△は増加） 1,200,311

たな卸資産の増減額（△は増加） △411,698

仕入債務の増減額（△は減少） △608,682

その他 △247,100

小計 △1,448,872

利息及び配当金の受取額 14,195

利息の支払額 △3,779

法人税等の支払額 △19,000

法人税等の還付額 63,762

役員退職慰労金の支払額 △212,500

割増退職金の支払額 △22,648

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,628,843
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（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年10月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 1,600,000

投資有価証券の取得による支出 △924

投資有価証券の売却による収入 576

有形固定資産の取得による支出 △251,047

有形固定資産の売却による収入 49,490

無形固定資産の取得による支出 △71,565

関係会社株式の取得による支出 △20,000

差入保証金の差入による支出 △227,652

差入保証金の回収による収入 138,399

保険積立金の積立による支出 △19,025

その他 △7,080

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,191,172

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） △50,000

長期借入金の返済による支出 △118,186

社債の償還による支出 △100,000

自己株式の取得による支出 △166,917

配当金の支払額 △1,206

財務活動によるキャッシュ・フロー △436,311

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9,571

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △883,554

現金及び現金同等物の期首残高 1,736,957

現金及び現金同等物の四半期末残高 853,402
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年２月１日  至 平成21年10月31日） 

 当社グループは、同一セグメントに属する子供服・関連製品の製造加工販売を行っており、当該事業以外に事

業の種類がないため、記載しておりません。 

   

   

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年２月１日  至 平成21年10月31日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、記載しておりません。  

  

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年２月１日  至 平成21年10月31日） 

 海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、記載しておりません。  

  

  

  

 当社は、平成21年２月16日及び平成21年７月14日での取締役会において、会社法第165条第３項の規定により 

読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を決議し、当第３四半期連結累計 

期間において自己株式を4,468株取得しております。この結果、当第３四半期連結累計期間において自己株式が 

166,917千円増加し、当第３四半期連結会計期間末において自己株式は297,605千円となっております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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 「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

  

  

科目 

前第３四半期連結累計期間
（自 平成20年２月１日 

  至 平成20年10月31日） 

金額（千円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高  14,201,481      100.0

Ⅱ 売上原価  6,169,576      43.4

売上総利益  8,031,904  56.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費  9,222,785  64.9

営業損失  1,190,880     △8.4

Ⅳ 営業外収益  61,262  0.4

Ⅴ 営業外費用  40,041  0.3

   経常損失  1,169,658      △8.2

Ⅵ 特別利益  1,967  0.0

Ⅶ 特別損失  188,220  1.3

  税金等調整前四半期純損失  1,355,912 △9.5

  法人税、住民税及び事業税  21,568

  法人税等調整額 △427,969 △406,401     △2.9

四半期純損失  949,510       △6.7
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前第３四半期連結累計期間
（自 平成20年２月１日 

  至 平成20年10月31日） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前四半期純損失  △1,355,912

減価償却費   230,657

のれん償却額   13,302

減損損失   19,299

退職給付引当金の減少額 △22,494

役員退職慰労引当金の増加額  42,660

貸倒引当金の増加額   400

賞与引当金の増加額   98,093

返品調整引当金の増加額  13,639

株主優待引当金の増加額  29,203

受取利息及び受取配当金 △14,707

支払利息   2,431

固定資産除却損   105,332

為替差損  △24

売上債権の減少額   1,389,584

たな卸資産の増加額  △682,407

仕入債務の増加額   349,626

その他  △215,133

小計  3,550

利息及び配当金の受取額  23,741

利息の支払額  △2,245

法人税等の支払額  △73,747

営業活動によるキャッシュ・フロー △48,700

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資有価証券の取得による支出  △1,803

有形固定資産の取得による支出  △252,194

無形固定資産の取得による支出  △47,711

短期貸付金回収による収入   22,132

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出  

△162,522

差入保証金の返還による収入   258,757

その他  △6,280

投資活動によるキャッシュ・フロー △189,622

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金の増減  △10,000

長期借入金の返済による支出  △112,666

自己株式の取得による支出  △39,411

配当金の支払額  △324,100

財務活動によるキャッシュ・フロー △486,179
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前第３四半期連結累計期間
（自 平成20年２月１日 

  至 平成20年10月31日） 

区分 金額（千円）

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  24

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △724,478

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,986,949

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高  1,262,471
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 株式等の公開買付け及び公開買付け後に予定されている手続きについて 

  当社は、平成21年９月29日開催の取締役会において、SBI Value Up Fund１号投資事業有限責任組合（以下「公開買 

 付者」といいます。）による当社普通株式及び新株予約権の取得を目的とした公開買付け（以下「本公開買付け」とい

 います。）について賛同の意を表明することを決議し、平成21年９月30日に「意見表明報告書」を関東財務局長に提出

 しております。 

  

 Ⅰ 公開買付者の概要 

  

  Ⅱ 本公開買付けの概要 

  １．公開買付けを行う株券等の種類 普通株式及び新株予約権 

  ２．公開買付け等の期間      平成21年９月30日(水曜日)から平成21年11月12日(木曜日)までの30営業日  

  ３．公開買付け価格        ①普通株式  １株につき45,000円 

                    ②新株予約権 イ 第３回新株予約権 １個につき金１円 

                                                    ロ 第６回新株予約権 １個につき金１円 

                                                    ハ 第７回新株予約権 １個につき金１円 

  ４．公開買付予定数        44,226株 

  ５．決済の開始日         平成21年11月19日(木曜日) 

  

６．その他の情報

(1) 名称  SBI Value Up Fund１号投資事業有限責任組合 

(2) 事業内容  投資事業   

(3) 設立根拠法  投資事業有限責任組合契約に関する法律   

(4) 組合契約の効力発生日  平成18年９月１日   

(5) 主たる事務所の所在地  東京都港区六本木一丁目６番１号   

(6) 無限責任組合員  SBI キャピタル株式会社   

(7) 出資の額  

公開買付者の組合員による出資コメットメント金額は、23,100,000,000円であり、

そのうち組合契約に基づき本四半期決算短信提出日現在において、19,409,313,000

円が出資されております。   

(8) 有限責任組合員  機関投資家等   

(9) 公開買付者と当社の関係等  

資本関係  

本四半期決算短信提出日現在、公開買付者は、当社の発

行済株式数の83.89％（91,695株）を保有しておりま

す。  

人的関係  
公開買付者の無限責任組合員の代表取締役が当社の取締

役を兼務しております。  

取引関係  該当事項はありません。  

関連当事者への該当状況
公開買付者は、当社の株主であり、当社の関連当事者に

該当します。  
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  Ⅲ 公開買付けの結果及び公開買付け後に予定されている手続き 

   本公開買付けにおいて30,590株を買付け、公開買付者の保有する議決権数は91,695個(総株主等の議決権数に対す 

  る割合は、90.48％）となりました。 

   公開買付者は、本公開買付けで当社の発行済株式（但し、当社が所有する自己株式を除きます。）及び本新株予約

  権の全てを取得できなかったため、公開買付者の保有する当社株式数が当社の発行済株式総数となるように本手続を

  行うことを予定しております。 

   具体的には、本公開買付けが成立した後に、公開買付者は、①当社において普通株式とは別の種類の株式を発行で

  きる旨の定款変更を行うことにより、当社を会社法の規定する種類株式発行会社とすること、②上記①による変更後

  の当社の定款の一部を追加変更して、当社の発行する全ての普通株式に全部取得条項（会社法第108条第1項第7号に 

  規定する事項についての定めをいいます。以下同じ。）を付す旨の定款変更を行うこと、及び③当社の当該全部取得

  条項が付された普通株式の全部取得と引き換えに別個の種類の当社株式を交付すること、以上①乃至③を付議議案に

  含む臨時株主総会、並びに②の定款一部変更を付議議案に含む当社の普通株主による種類株主総会の開催を当社に要

  請し、当社はそれを応諾する予定です。なお、公開買付者は、上記の臨時株主総会及び種類株主総会において上記各

  議案に賛成する予定です。 

   本公開買付け及びその後の一連の手続きにより、当社の株式は、ジャスダック証券取引所の上場廃止基準に該当す

  ることとなり、所定の手続きを経て上場廃止となる予定であります。  
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