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1.  平成23年10月期第2四半期の連結業績（平成22年11月1日～平成23年4月30日） 

 

(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 ％

23年10月期第2四半期 1,443 △15.9 96 45.4 70 21.2 38 △28.5

22年10月期第2四半期 1,716 △14.5 66 △9.3 58 ― 53 ―

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

23年10月期第2四半期 1,459.97 ―

22年10月期第2四半期 2,013.18 ―

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

23年10月期第2四半期 3,449 970 28.1 37,725.11
22年10月期 3,414 938 27.5 36,469.50

（参考） 自己資本   23年10月期第2四半期  970百万円 22年10月期  938百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金

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

22年10月期 ― 0.00 ― 600.00 600.00
23年10月期 ― 0.00

23年10月期 
（予想）

― 0.00 0.00

3.  平成23年10月期の連結業績予想（平成22年11月1日～平成23年10月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 2,800 △4.7 130 ― 155 ― 93 ― 3,616.14



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基
づく四半期財務諸表のレビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については
四半期決算短信(添付資料)3ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.4「その他」をご覧ください。）

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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年10月期2Q 28,903株 22年10月期  28,903株

② 期末自己株式数 23年10月期2Q  3,185株 22年10月期  3,185株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年10月期2Q 25,718株 22年10月期2Q 26,092株
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当第２四半期連結累計期間（平成22年11月１日～平成23年４月30日）におけるわが国経済は、新興国市

場の需要増を背景に一部企業には業績改善の兆しが見られたものの、依然として円高や原油をはじめとす

る原材料高等により先行き不透明な状況で推移しておりましたが、平成23年3月11日に発生した東日本大

震災が我が国に未曾有の甚大な被害をもたらしたことにより、今後の我が国の先行き見通しについてはこ

れまで以上に不透明な状況となっております。 

会計ソフトウェア業界におきましては、情報化投資の必要性の認識は高まっておりますが、ＩＦＲＳの

本格導入を見据え、見送り気分や慎重化姿勢が依然として継続しております。 

健康・生活関連事業におきましては、低迷する消費動向に加えて、競争は激化しており、厳しい状況が

継続しております。 

このような状況のもと当社グループにおきましては、新しい会計基準に準拠した会計パッケージの販売

や会計コンサルティングを行う会計関連事業を中核としつつ、シナジー効果の期待できる人事・総務関連

事業も行うことで、グループとして企業管理部門に対する総合的なサービスを提供するほか、今後市場の

成長が期待される健康・生活関連事業にも展開しております。 

会計関連事業におきましては、主力製品である連結会計パッケージ「連結大王ＳＵＭＭＩＴ」を引き続

き営業展開しました。また、金融商品時価算定システムを始めとして、特に地方銀行等への取組みを強化

し、様々な提案を積極的に行ってまいりました。 

人事・総務関連事業におきましては、経理や金融部門の人材紹介及び福利厚生施設の施工や管理サービ

スを中心に拡大を図りました。外資系金融機関に関しては、折からの金融混乱による採用抑制が一服し、

一部採用を再開する動きが見られましたが、全般的には厳しい状況が継続しております。 

健康・生活関連事業におきましては、主力製品である「ひだまり」健康肌着の販売に注力するほか、婦

人向け衣料に関してもオリジナル商品の開発・販売を積極的に展開いたしました。さらにバッグや化粧品

を始めとした婦人層向け通信販売を行い、同事業として、製造から卸、小売までのルートを確立しており

ます。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間における連結売上高は1,443百万円（前年同四半期比15.9%

減）、連結営業利益は96百万円（前年同四半期比45.4%増）、連結経常利益は70百万円（前年同四半期比

21.2%増）、連結四半期純利益は38百万円（前年同四半期比28.5%減）となりました。 

事業別の状況は次のとおりであります。 

a) 会計関連事業  

会計関連事業におきましては、決算開示の早期化や連結経営管理のニーズに対応すべく、主力製品「連

結大王ＳＵＭＭＩＴ」「退職給付大王」を積極的に営業展開しました。 

また、金融商品の時価開示に対応した「ＡＰＥＸ」を始めとして、地方銀行等に対し、様々な提案を積

極的に行いました。 

その結果、会計関連事業の売上高は149百万円、営業利益は43百万円となりました。 

  

b) 人事・総務関連事業  

人事・総務関連事業における人事部門につきましては、会計関連事業とのシナジー効果を期待し、経理

部門や金融部門の人材紹介を中心に事業拡大を図りました。総務部門につきましては、学校法人の体育施

設や大企業の福利厚生施設の施工・管理のサービスを行っております。 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報
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その結果、人事・総務関連事業の売上高は311百万円、営業利益は18百万円となりました。 

  

c) 健康・生活関連事業 

健康・生活関連事業では、「ひだまり」ブランドを始めとした健康肌着、サポーター等の製造、販売の

ほか、婦人層向け衣料の卸、婦人層向けにバッグや化粧品を始めとした通信販売を行っております。健

康・生活関連事業の売上高は1,003百万円、営業利益は91百万円となりました。 

なお、当第２四半期連結累計期間の事業の種類別セグメントの売上高の金額には、セグメント間の内部

売上高または振替高を含んでおります。 

  

当第２四半期連結会計期間末の総資産は3,449百万円となり、前連結会計年度末と比べ34百万円の増加

となりました。 

また、当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、長期借入

れによる収入や社債の発行による収入等により資金を取得したものの、短期借入金の減少等により資金が

流出した結果、前連結会計年度末に比べ14百万円減少し、当第２四半期連結会計期間末には989百万円と

なりました。 

なお、当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フロー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) 

当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は、177百万円となりました。その主

な内訳は、収入要因として、税金等調整前四半期純利益65百万円、たな卸資産の減少額44百万円、仕入債

務の増加額79百万円、支出要因として、売上債権の増加額50百万円であります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当第２四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は、22百万円となりました。その主な

内訳は、支出要因として、投資有価証券の取得による支出144百万円、収入要因として、投資有価証券の

売却による収入124百万円であります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は、166百万円となりました。その主

な内訳は、支出要因として、短期借入金の純減少額259百万円、長期借入金の返済による支出109百万円、

収入要因として、長期借入れによる収入150百万円、社債の発行による収入100百万円であります。 

  

通期における連結業績に関しましては、平成23年３月11日に発生した東日本大震災の影響により、今後

の先行き見通しはこれまで以上に不透明な状況でありますが、会計関連事業において先送りされた導入案

件の獲得が期待されることや健康・生活関連事業における通信販売事業が引き続き好調に推移することが

見込まれること等を考慮し、当初計画は変更しないものといたします。 

  

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

①簡便な会計処理 

 ・一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率が前連結会計年度末に算定したものと著しい変

化がないと認められる場合は、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定して

おります。 

 ・棚卸資産の評価方法 

一部の子会社においては、当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省

略し、前連結会計年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっており

ます。また、棚卸資産の簿価切り下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味

売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

 ・固定資産の減価償却の算定方法 

定率法を採用している資産については、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

する方法によっております。 

 ・法人税額並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認めら

れる会社については、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニング

を利用する方法によっております。また、前連結会計年度末以降に経営環境等、または、一時差異

等の発生状況に著しい変化が認められた会社については、前連結会計年度において使用した将来の

業績予測やタックス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっ

ております。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 ・税金費用の計算 

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税

引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

①会計処理基準に関する事項の変更 

・資産除去債務に関する会計基準等の適用 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成

20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号

平成20年３月31日）を適用しております。 

これにより、営業利益及び経常利益は82千円、税金等調整前四半期純利益は1,820千円減少して

おります。 

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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②表示方法等の変更 

（四半期連結損益計算書） 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務

諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日

内閣府令第５号）の適用により、当第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純

利益」の科目で表示しております。 

㈱ビジネストラスト（4289）　平成23年10月期　第2四半期決算短信 

5



3. 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２四半期連結会計期間末
(平成23年４月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 993,667 1,007,568

受取手形及び売掛金 416,145 366,380

商品及び製品 269,367 355,610

仕掛品 52,233 32,989

原材料及び貯蔵品 52,346 29,313

その他 121,625 90,282

貸倒引当金 △95 △837

流動資産合計 1,905,290 1,881,308

固定資産   

有形固定資産   

土地 394,731 394,731

その他（純額） 137,863 144,178

有形固定資産合計 532,595 538,910

無形固定資産   

のれん 21,339 29,926

その他 107,853 104,104

無形固定資産合計 129,193 134,031

投資その他の資産   

投資有価証券 380,058 342,483

投資不動産（純額） 268,986 269,596

その他 232,547 248,014

投資その他の資産合計 881,591 860,094

固定資産合計 1,543,380 1,533,036

資産合計 3,448,671 3,414,345

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 249,221 170,426

短期借入金 780,912 1,006,353

未払法人税等 44,176 4,011

賞与引当金 9,395 10,089

その他 436,924 380,989

流動負債合計 1,520,629 1,571,869

固定負債   

社債 147,000 110,000

長期借入金 691,820 683,798

退職給付引当金 83,746 79,380

役員退職慰労引当金 25,000 25,000

その他 10,260 6,375

固定負債合計 957,826 904,553

負債合計 2,478,456 2,476,422
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年４月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年10月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 586,085 586,085

資本剰余金 524,684 524,684

利益剰余金 22,141 25

自己株式 △160,100 △160,100

株主資本合計 972,810 950,694

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,596 △12,771

評価・換算差額等合計 △2,596 △12,771

純資産合計 970,214 937,922

負債純資産合計 3,448,671 3,414,345
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(2) 四半期連結損益計算書 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年11月１日 
 至 平成22年４月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年11月１日 
 至 平成23年４月30日) 

売上高 1,715,747 1,442,680

売上原価 1,090,893 879,869

売上総利益 624,854 562,810

販売費及び一般管理費 558,526 466,362

営業利益 66,327 96,447

営業外収益   

投資不動産賃貸料 11,171 9,794

投資有価証券売却益 6,410 2,886

負ののれん償却額 4,198 2,799

持分法による投資利益 15,822 15,696

デリバティブ評価益 18,597 18,833

その他 4,046 4,398

営業外収益合計 60,246 54,408

営業外費用   

支払利息 13,595 13,264

為替差損 44,910 48,247

不動産賃貸原価 3,500 2,803

その他 6,733 16,464

営業外費用合計 68,740 80,779

経常利益 57,834 70,076

特別利益   

関係会社株式売却益 120 960

特別利益合計 120 960

特別損失   

投資有価証券評価損 － 2,200

固定資産除却損 － 2,059

減損損失 11,254 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,737

特別損失合計 11,254 5,998

税金等調整前四半期純利益 46,699 65,038

法人税等 △5,828 27,491

少数株主損益調整前四半期純利益 － 37,547

四半期純利益 52,527 37,547
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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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年11月１日 
 至 平成22年４月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年11月１日 
 至 平成23年４月30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利益 46,699 65,038

減価償却費 14,375 9,547

ソフトウエア償却費 19,540 24,710

減損損失 11,254 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,737

のれん及び負ののれん償却額 11,256 8,587

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,560 △741

賞与引当金の増減額（△は減少） △657 △694

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,159 4,366

受取利息及び受取配当金 △291 △1,188

支払利息 13,595 13,264

為替差損益（△は益） 4,213 2,830

持分法による投資損益（△は益） △15,822 △15,696

投資有価証券売却損益（△は益） △6,398 621

デリバティブ評価損益（△は益） △18,597 △18,833

関係会社株式売却損益（△は益） △120 △960

固定資産除却損 － 2,059

投資有価証券評価損益（△は益） － 2,200

売上債権の増減額（△は増加） 127,427 △49,765

たな卸資産の増減額（△は増加） 70,536 43,966

仕入債務の増減額（△は減少） △118,212 78,795

未払消費税等の増減額（△は減少） 1,012 △1,320

その他 △16,973 8,248

小計 144,436 176,776

利息及び配当金の受取額 183 3,553

利息の支払額 △14,370 △13,457

法人税等の支払額 19,098 9,876

営業活動によるキャッシュ・フロー 149,348 176,749

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 △3,802 △1,303

無形固定資産の取得による支出 △31,415 △30,583

投資有価証券の取得による支出 △123,417 △144,354

投資有価証券の売却による収入 111,245 123,854

関係会社株式の売却による収入 14,000 5,456

敷金及び保証金の回収による収入 － 11,271

その他 9,413 13,713

投資活動によるキャッシュ・フロー △23,976 △21,945
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年11月１日 
 至 平成22年４月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年11月１日 
 至 平成23年４月30日) 

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） △140,830 △258,600

長期借入れによる収入 419,900 150,000

長期借入金の返済による支出 △161,487 △108,819

社債の発行による収入 － 99,740

社債の償還による支出 △30,000 △30,000

自己株式の取得による支出 △27,662 －

配当金の支払額 △15,943 △15,470

その他 △4,382 △2,725

財務活動によるキャッシュ・フロー 39,594 △165,874

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,213 △2,830

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 160,752 △13,900

現金及び現金同等物の期首残高 961,350 1,002,512

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,122,103 988,611

㈱ビジネストラスト（4289）　平成23年10月期　第2四半期決算短信 

10



該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年11月１日 至 平成22年４月30日) 

 
  

(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

 ２ 各区分の主な製品・サービス 

    ① 会計関連事業・・・会計ソフト（連結大王SUMMIT等）、会計コンサルティング 

    ② 人事・総務関連事業・・・人材紹介、人材派遣、福利厚生施設の施工及び管理 

    ③ 健康・生活関連事業・・・健康肌着の製造・販売、婦人服の輸入・卸、バッグ・化粧品等の通信 

                  販売 

  （追加情報） 

 第１四半期連結会計期間よりマーチャンダイズ事業をセグメントから除いております。これは、前連結会

計年度において、パウパウアクアガーデン銀座店の事業譲渡をしたことに伴い、同事業を廃止したことによ

るものであります。 

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年11月１日 至 平成22年４月30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、該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年11月１日 至 平成22年４月30日) 

      海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

(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】

会計関連 

事業 

（千円）

人事・総務 

関連事業 

（千円）

健康・生活 

関連事業 

（千円）

 

計 

（千円）

消去又は 

全社 

（千円）

 

連結 

（千円）

売上高

(1)外部顧客に対する

売上高 163,021 344,523 1,208,202 1,715,747 ― 1,715,747

(2)セグメント間の内

部売上高又は振替

高 16,445 4,905 ― 21,350 (21,350) ―

計 179,466 349,428 1,208,202 1,737,097 (21,350) 1,715,747 

営業利益 55,581 16,880  55,018 127,480 (61,153)  66,327 

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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 【セグメント情報】 

  １．報告セグメントの概要 

(１)報告セグメントの決定方法 

当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取

締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているも

のであります。 

 当社グループは、事業別のセグメントから構成されており、「会計関連事業」、「人事・総務関連事

業」及び「健康・生活関連事業」の３つを報告セグメントとしております。 

  

(２)各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類 

① 会計関連事業・・・会計ソフト（連結大王SUMMIT等）、会計コンサルティング 

② 人事・総務関連事業・・・人材紹介、人材派遣、福利厚生施設の施工及び管理 

③ 健康・生活関連事業・・・健康肌着の製造・販売、婦人服の輸入・卸、バッグ・化粧品等の通信

販売 

  

  ２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

  当第２四半期連結累計期間(自 平成22年11月１日 至 平成23年４月30日) 

                                                     （単位 : 千円） 

 
(注) １ セグメント利益の調整額△55,709千円には、セグメント間取引消去9,537千円、各報告セグメントに配分して

いない全社費用△65,247千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理

費であります。 

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

  ３. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

    該当事項はありません。 

 （追加情報） 

 第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号

平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開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20号 平成20年３月21日）を適用しております。 

  

   該当事項はありません。 

報告セグメント  

計 

 

調整額 

（注１）

四半期連結 

損益計算書 

計上額(注２)

会計関連 

事業

人事・総務 

関連事業

健康・生活 

関連事業

売上高

 外部顧客への売上高 133,435 306,642 1,002,602 1,442,680 － 1,442,680

 セグメント間の内部売上高

又は振替高 15,120 3,900 － 19,020 △19,020 －

計 148,555 310,542 1,002,602 1,461,700 △19,020 1,442,680

セグメント利益 42,596 18,460 91,099 152,157 △55,709 96,447

(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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株式会社ヨシキホールディングスによる当社普通株式及び当社新株引受権に対する公開買付けについて

当社は、平成23年３月４日開催の当社取締役会において、マネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）の一

環として行われる株式会社ヨシキホールディングス（以下「公開買付者」といいます。）による当社普

通株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）に賛同し、かつ、当社の株主の皆様

に対し、本公開買付けに応募することを勧める旨を決議いたしました。 

平成23年３月７日から平成４月18日までの間、本公開買付が行われた結果、公開買付者の当社の総株

主の議決権に対する所有割合が90.63％となり、当社の親会社及び主要株主である筆頭株主に該当する

こととなりました。 

当社は、平成23年６月３日開催の取締役会において、種類株式発行に係る定款一部変更、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。以下同じです。）に係る

定款一部変更及び当社による全部取得条項付普通株式（全部取得条項が付された後の当社普通株式をい

います。以下同じです。）の取得について、平成23年６月23日開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時

株主総会」といいます。）に付議することを決議し、また、全部取得条項に係る定款一部変更につい

て、本臨時株主総会と同日に開催予定の当社普通株式を有する株主を構成員とする種類株主総会（以下

「本種類株主総会」といいます。）に付議することを決議いたしました。 

本臨時株主総会において定款一部変更及び全部取得条項付普通株式の取得に係る議案が原案どおり承

認可決され、本種類株主総会において定款一部変更に係る議案が原案どおり承認可決された場合には、

当社普通株式は、株式会社大阪証券取引所（以下「大阪証券取引所」といいます。）の定めるＪＡＳＤ

ＡＱにおける上場廃止基準に該当することとなりますので、当社普通株式は、平成23年６月23日から平

成23年７月24日の間、整理銘柄に指定された後、平成23年７月25日をもって上場廃止となる予定です。

上場廃止後は、当社普通株式を大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）において取引すること

はできません。 

  

  

4. 補足情報

(1) その他
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