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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 
  

 
(注) １ 当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、中間連結会計期間に係る主要な経営指標等の推移につ

いては記載しておりません。 

２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３ 持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。 

４ 従業員数は、就業人員数を表示しております。 

５ 潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、新株予約権等の権利が存在しますが、第16期に

ついては、非上場かつ非登録のため期中平均取引株価が把握できませんので記載しておりません。また第17

期ならびに第18期中間期は１株当たり当期純損失及び中間純損失であるため記載しておりません。 

６ 平成17年９月15日付けで普通株式１株につき５株の割合で株式の分割をいたしました。 

７ 純資産額の算定に当たり、平成18年９月中間期から「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）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）を適用しております。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第16期中 第17期中 第18期中 第16期 第17期

会計期間

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

売上高 (千円) 1,368,479 1,261,538 870,161 2,789,882 2,788,478

経常利益又は 
経常損失（△）

(千円) 79,895 △126,241 △204,148 202,955 △114,949

中間(当期)純利益又は中
間(当期)純損失（△）

(千円) 54,742 △81,454 △123,661 123,329 △162,986

持分法を適用した場合の 
投資利益

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) 360,100 518,175 522,975 360,100 521,775

発行済株式総数 (株) 8,757 50,195 50,315 8,757 50,285

純資産額 (千円) 879,379 1,288,167 1,092,844 948,158 1,211,311

総資産額 (千円) 3,779,536 4,808,503 3,622,967 4,309,033 4,415,920

１株当たり純資産額 (円) 100,420.22 25,663.27 21,664.51 108,274.38 24,088.91

１株当たり中間(当期) 
純利益又は中間(当期)純
損失（△）

(円) 6,251.23 △1,656.86 △2,457.99 14,083.51 △3,278.93

潜在株式調整後 
１株当たり中間(当期) 
純利益

(円) ― ― ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― ― 1,000 ―

自己資本比率 (％) 23.3 26.8 30.1 22.0 27.4

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △280,581 △284,467 △114,955 △1,429,286 △348,137

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △129,003 123,573 31,698 △191,264 131,125

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △233,636 577,214 △270,141 808,522 438,955

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高

(千円) 900,790 1,148,304 600,528 731,983 953,926

従業員数 (名) 35 34 39 31 42



２ 【事業の内容】 

当社は、独自技術による目の残像効果を応用したLED(発光ダイオード)表示機を開発・販売するファブ

レスメーカー(製造設備等を自社で保有せず、外注先へ製造委託する業務形態をとるメーカー)であり、店

舗に設置された表示機向けのコンテンツを作成して発信し、ネットワーク化することで、従来の看板やネ

オンサインとは異なる、全く新しい効果的な販促手段を提供しています。主たる事業は、LED表示機をエ

ンドユーザーに販売する「情報機器事業」、LED表示機の構成部材を開発し国内外のシステムメーカー等

に販売する「コンポーネント事業」、そして映像コンテンツ事業、メンテナンス事業およびレンタル事業

等の「運営事業」です。  

 当社は、これまでオリジナリティーが高く技術的に優位性のある製品(LED表示機)を、ユーザーの自社

看板という市場に対して、「映像看板」という概念のもと販売活動を展開してまいりました。  

「映像看板」は、当社製品であるポールビジョン・サイバービジョンといった低価格で扱い易い表示機を

用いて、看板の本質的な目的である集客効果に焦点を絞り、映像・意匠(デザイン)を変化させることがで

きる看板として、時間軸・環境軸に対して最適な広告映像を放映し、集客効果・購買効果を上げることを

目的にしています。すなわち、従来の表示看板を電子化(映像化)する事により、店名等単純な表示だけで

はなく、その店舗独自の情報やお薦め商品等の情報告知を、時間軸を中心にさまざまな環境要因によって

お客様に提供することで、お客様の満足度を高め、店舗の集客アップ(売上アップ)を図るものです。  

 当社が提案してきた「映像看板」は、販売促進のためのソリューションとして、パチンコホールを中心

に利用されてきましたが、その動きは他の業態に広がりつつあります。  

 当社は次の展開として「映像看板」のネットワーク化事業を進めており、その一環として「映像看板」

を利用した実社会の「アフィリエイト広告事業」を開始いたします。  

「情報機器事業」  

 当社のLED表示機を開発・販売する事業です。主な製品は次のとおりです。  

① ポールビジョン  

 LEDによって発光する表示ユニット（通常高さ２メートルのスティック）を等間隔に並べて、コンピュ

ータで制御された発光パターンを一定方向に流すことにより、目の残像効果が作用して映像が認識される

ことを利用したLED表示機です。  

② サイバービジョン(屋外)  

 目の残像効果を利用し、通常のLED表示機より少ないLEDの数で同等の画質が放映できるLED表示機で

す。通常のLED表示機に比べLEDの使用数を1/4に減らすなどして、その分LEDを装着していないスペースに

LEDドライバー(ICチップ)等電子部品を埋め込み、非常に薄い表示機として製品化しています。  

③ サイバービジョン(室内)  

 サイバービジョン(屋外)と同様の技術を利用しますが、サイバービジョン(室内)は、使用するLED 数は

通常のLED表示機と同様にして、目の残像効果を活かした技術を応用し、実在するLED数の４倍の表現力を

駆使して、高精細な動画映像や品質の高い文字表現を実現する室内向けの高精細LED 表示機です。  

④ Ａ－Ｌｉｎｅ  

 横一列にLEDを等間隔に配置したネオンサインシステムです。コンピュータ制御により発光パターン・

色を自在に演出することが可能です。  

  「コンポーネント事業」  

 エンドユーザーに対して製品を納めるのではなく、国内外のシステムメーカー等へ当社が開発したモジ

ュール(構成部材)を販売していく事業です。  

国内においては他社との業務提携を視野に入れながら事業を進めており、海外向けについては製品メンテ

ナンスの限界があるためモジュールでの販売を行っております。  



「運営事業」  

LED表示機の映像コンテンツ事業、メンテナンス事業およびレンタル事業が中心です。 

 
 

 当社LED表示機が普及して設置件数が増加するにしたがい、当社の重要な事業分野となっております。

特に、映像コンテンツ事業は、内製化によって低価格で高品質のコンテンツ提供を行っており、顧客との

契約件数も順調に増加しております。  

 なお、この他に当社が注力している事業に、“映像看板のネットワーク化事業”（DBN事業）がありま

す。これは、LED表示機を使用して屋外広告メディアをデジタル化し、複数の表示機をネットワークで結

び、集中コントロールすることで、新しいメディアサービスを提供していこうとする事業です。ネットワ

ーク化するだけでなく、地域や時間帯に応じたコンテンツをきめ細かく発信することで、優れた広告効果

をあげることができます。また、広告効果の向上のみならず、マスメディアに匹敵する社会的影響力の高

いメディアを創設することが可能になります。  

 既に映像看板に第三者広告の映像を当社が配信する事業を一部開始しており、そうした広告媒体収入が

今後増加していく見込みです。  

 また、当社が目指すネットワーク化事業の一環として、株式会社オプトと共同で“アフィリエイト広告

事業”を開始いたします。本サービスは、映像看板に放映される回数に応じて広告主が媒体側に料金を支

払うモデルであり、既に普及しているインターネット上のビジネスモデルを実社会で展開するものです。 

 

 以上の各事業は相互に深い関連性を持っており、情報機器事業においてハードウェアの普及を図ること

が、映像コンテンツ、メンテナンス等の運営事業の拡大につながり、さらにはネットワーク化事業へと発

展するものと位置づけており、各事業間においてシナジー(相乗効果)が働くような運営を推進しておりま

す。  

  

事業区分 事業の内容

映像コンテンツ事業 LED表示機ユーザーに対して販売促進用の映像コンテンツを提供する事業

メンテナンス事業 LED表示機ユーザーに対しての施工・メンテナンス事業

レンタル事業 LED表示機の設置・導入をスムーズにするためにリース会社と協力してレンタル方式で提供



 

３ 【関係会社の状況】 

該当事項はありません。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 提出会社の状況 

平成18年９月30日現在 

 
(注) 従業員数は、他社から当社への出向者を含む就業人員です。 

  

(2) 労働組合の状況 

労働組合は組成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  

従業員数(名) 39名



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

（１） 業績 

当中間期におけるわが国の経済は、原油価格の高止まり等の懸念材料はあったものの、引続き企業

収益は改善基調にあり、景気は全般に緩やかな回復が継続いたしました。 

 当社の主力商品である映像看板と関連の深い広告業界においても、総広告費は昨年まで２年連続の

増加傾向にあり、インターネット広告を中心に堅調に推移いたしております。 

 このような環境の中で、当社は映像看板の普及に注力するとともに、コンテンツ提供等のソフト事

業の拡大を図ってまいりました。 

 当中間期における当社の業績は、売上高が870,161千円（前年同期比31.0%減）、営業損失が

176,914千円（前年同期は営業損失50,066千円）、経常損失が204,148千円（前年同期は経常損失

126,241千円）、中間純損失が123,661千円（前年同期は中間純損失81,454千円）となりました。  

事業別の活動と業績は、以下の通りです。 

 

①情報機器事業 

 当事業におきましては、当社の主要顧客であるパチンコホールについては、販促手段としての映像

看板がすっかり定着したものの、市場規模の拡大とともに競合他社の参入があり、他社との競争が激

化する結果となりました。そうした中で当社は、大手・中堅パチンコホールに的を絞った効率的営業

を進め、特に当中間期はパチンコホール大手との連携を強化し、安定的顧客基盤の拡充に成果をあげ

ることができました。 

 また、パチンコホール以外では、シネコンの建物に映像表示機を設置して上映内容の静止画を一定

時間毎に表示するという新たなマーケットの開拓に成功いたしました。 

 しかしながら、一般案件全体の進捗は遅く、シネコン以外で当初見込んでいた大型案件の実施延期

等があり、期初計画に比べて未達の結果となりました。 

 その結果、売上高は716,899千円と前年同期と比べ247,371千円減(25.7%減)となりました。 

 

②コンポーネント事業 

 当事業におきましては、以前納入を行った鉄道分野で追加的な販売実績がありましたが、それ以外

で当中間期に実現した大口案件はありませんでした。 

 その結果、売上高は21,943千円と、前年同期と比べ170,486千円減(88.6%減)となりました。 

 

③運営事業 

 映像コンテンツ事業については、当社の映像制作グループが作成するコンテンツをインターネット

でダウンロードできる「D-Load」サービスが好調に推移し、引続き映像年間契約を増加させることが

できました。今後も表示機の設置件数拡大に伴って契約件数は順調に伸張していく見込みであり、当

社の安定した収益基盤として育っております。当期のコンテンツ収入は、売上高67,752千円と前年同

期と比べ20,366千円増(43.0%増)となりました。 

 その他、メンテナンス、レンタルはほぼ前年同期と同じ売上ながら、当中間期は広告媒体収入を計

上することができました。これは当社が販売した映像表示機に係る広告収入であり、当社が目指して

いる映像看板のネットワーク化事業につながるものと位置づけております。 



 その結果、映像コンテンツ事業、レンタル事業、メンテナンス事業、及び広告媒体事業を合わせ

た運営事業としては、売上高は131,318千円と前年同期と比べ26,481千円増(25.3%増)となりました。

  

以上の通り、当中間期における当社の現況を踏まえると、一般案件の売上が安定しないことが業績

に大きな影響を及ぼしているとの認識から、 

・営業要員増強（当中間期で３名純増）による営業力強化 

・在庫水準の一段の圧縮  

・設計、部材等の抜本的見直しによる原価低減  

・経費の追加的削減  

を柱とした新たな施策を実施し、体質強化に向け最大限の努力を行っています。  

 既に経費については、効率化や合理化の推進による見直しが進んでおり、さらに当期の収支の改善

を図るため、  

・代表者２名の役員報酬を７カ月（平成18年９月～平成19年３月）約60％のカット  

・代表者以外の役員報酬を７カ月（平成18年９月～平成19年３月）約25％のカット  

を実施いたしております。  

 

 こうした成果として、当中間期の販売費及び一般管理費は、人件費は215,458千円と前年同期と比

べ9,628千円減少（4.3％減）、その他経費は276,703千円と前年同期と比べ52,349千円減少（15.9％

減）となりました。なお、原価低減については当中間期に開発を実施しており、当期下期以降に成果

が現れてくるものと予想しております。  

 また、在庫管理の徹底により新規の材料仕入れを抑制したことから、在庫水準は前期末比270,735

千円減少するとともに、借入金及び社債は返済を進めたことから、その合計である有利子負債は前期

末比271,255千円減少するなど、財務内容の向上及び収支の改善を着実に進めております。 



（２） キャッシュ・フローの状況 

当中間期末におけるキャッシュ・フローの概況とその主な要因は次のとおりです。  

 現金および現金同等物の中間期末残高は600,528千円で前期末と比べて353,397千円減少いたしまし

た。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりです。  

 

① 営業活動によるキャッシュ・フロー  

 売上債権が289,455千円、棚卸資産が158,445千円減少したものの、税引前中間純損失203,858千円

の計上とともに、仕入債務も447,589千円減少したことなどから、114,955千円の減少（前年同期は

284,467千円の減少）となりました。  

② 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10,467千円等があったものの、有価証券の償還による収入50,000千

円等があったことから、31,698千円の増加（前年同期は123,573千円の増加）となりました。  

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

 長期借入による収入50,000千円等があった一方で、長期借入金の返済228,755千円、社債償還

62,500千円等の支出により、270,141千円の減少（前年同期は577,214千円の増加）となりました。  

  

 当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりです。 

 
（注）１．各指標は、以下の計算式により算出しております。 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

２．営業キャッシュ・フローはキャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用し

ております。 

３．有利子負債は、貸借対照表上に記載されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象とし

ております。また、利払いにつきましては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用してお

ります。 

４．債務償還年数およびインタレスト・カバレッジ・レシオの算出の結果数値がマイナスとなる場合には

「―」で表記しています。 

  

平成17年９月中間期 平成18年９月中間期

自己資本比率（％） 26.8 30.1

時価ベースの自己資本比率（％） 150.3 66.7

債務償還年数（年） ― ―

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍) ― ―



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

  

 
(注) 金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 受注実績 

当社は、一部受注生産しておりますが、基本的には代理店、ユーザー等から入手する設備投資情報に

基づく見込生産を行っております。 

  

区分

第18期中間会計期間

(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日)

生産高(千円) 前年同期比(％)

ポールビジョン大型 17,030 20.7

サイバービジョン(屋外) 371,485 △51.5

サイバービジョン(室内) 15,830 △69.3

A-Line 1,099 4,202.2

ポールビジョン小型 453 △56.7

その他 1,071 332.0

合計 406,970 △51.1



(3) 販売実績 

  

 
  

(注) １ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

 
２ 金額には消費税等は含まれておりません。 

  

区分

第18期中間会計期間

(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日)

販売高(千円) 前年同期比(％)

(情報機器事業収入) 716,899 △25.7

ポールビジョン大型 33,700 △32.9

サイバービジョン(屋外) 544,772 △35.7

サイバービジョン(室内) 38,652 4,762.0

A-Line 8,962 △54.1

ポールビジョン小型 59,997 157,786.8

その他情報機器収入 30,815 △33.3

(コンポーネント事業収入) 21,943 △88.6

鉄道分野 21,943 14,336.8

その他コンポーネント事業収入 ― △100.0

(運営事業収入) 131,318 25.3

コンテンツ収入 67,752 43.0

メンテナンス収入 34,560 △22.2

レンタル収入 14,209 9.1

広告媒体収入 14,796 ―

合計 870,161 △31.0

相手先

第17期中間会計期間 

自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日

第18期中間会計期間 

自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％)

松下電工(株) 262,500 20.8 ― ―

(株)セキネネオン 159,946 12.7 9,545 1.1

(株)マルハン ― ― 175,067 20.1



３ 【対処すべき課題】 

① 市場の創造と事業領域の拡大  

 既にLED表示機が一般的になっているパチンコホールについては、高品質のコンテンツ提供や容易

な操作性を含めた当社製品の強みをアピールし、顧客ニーズに合わせた製品開発を行うなどして、引

続きパチンコホールとの関係強化を図り、当社製品の販売に注力いたします。  

 一方、導入が本格化していない一般向け表示機については、既に売上実績のある飲食店やカーディ

ーラーを始めとした幅広い業態に、映像看板の集客効果を十分にアピールして、その普及に全力をあ

げます。新たに開発した小型電子看板はユーザーの初期投資を抑えて導入を容易にした普及型であ

り、今後各業態に営業展開を図っていく予定です。  

 当社製品（ハードウェア）の販売は、コンテンツ事業や映像看板のネットワーク化事業のインフラ

整備につながるため、各地域における映像看板としての好立地の場所の確保としての観点からも当面

の重点課題と認識しており、営業スタッフの拡充を含めた営業力の強化を図り、強力に推進していく

方針です。  

 映像コンテンツ事業については、内製と外注を適切に選別しながらローコストで高品質なコンテン

ツを制作し、契約件数の拡大と、契約先の当社コンテンツ利用度アップを目指してまいります。  

 当社ではこうした各事業の延長線上でネットワーク化事業を捉えており、株式会社オプトと共同で

進めるアフィリエイト事業を早期に軌道に乗せることにも鋭意取り組んでまいります。  

 

② コストダウンおよび製品安定供給への取り組み  

 当社は、これまでファブレスメーカーとして、生産設備の稼働率の維持といった制約にとらわれる

ことなく、フットワークの良い柔軟な生産体制を維持する一方で、メーカーとして広範囲にわたる部

材を自社購買としてきました。今後は自社内の生産管理部門をより充実させて管理を強めるととも

に、製造委託先との協力・連携を強化することにより、在庫水準の引き下げ、コストダウンおよび品

質安定、向上を目指します。  

 映像看板市場における競争力アップのためには原価の低減は喫緊の課題であるとの認識から、研究

開発部門においてコストダウンを重要なテーマとして取り上げ、設計や部材等の抜本的見直しを進め

ており、今後その効果は徐々に業績面にも反映できるものと考えております。  

 

③ 在庫管理の厳正化  

 当社製品については、販売対象先の需要に関する予測が難しいこと、製造効率のため一定ロットで

の生産規模が必要となること、早期設置の強い顧客ニーズがあることから、製品種類毎に一定量の在

庫を持つ必要があります。  

 当社では、こうした傾向に対し製品・部材の種類毎に全社ベースで在庫量の統制をかけるため、毎

月の販売計画を踏まえて策定した生産計画に基づき、また月中も随時生産計画の見直しをかけながら

生産を行っております。その結果、平成18年3月期末における在庫水準2,022百万円は、当中間期末で

は1,752百万円まで減少いたしました。  

 在庫の積み上がりは有利子負債の増加へと波及し、財務面への影響もあることから、営業と生産と

が一層の情報交換の緊密化を図り、適切な生産量のコントロールを行うことで、在庫水準を見直し、

資産効率の改善を図ってまいります。  

 

④ 経費の削減  

 安定的に利益を計上できる筋肉質の企業体質を作り上げるため、継続して経費の見直しを行ってお



ります。予算管理を徹底し、業務の効率化と集約化によって経費削減を進めており、当中間期は前年

同期比で61百万円減少する結果になりました。効率的な経営資源の配分を行いながら、引続き重要課

題として徹底して取り組んでまいります。  

 

⑤ 自己資本の増強  

 当社が今後映像看板のネットワーク化事業を展開していくためには、そのインフラとしてのハー

ド、ソフト両面での製品開発力、さらには生産、販売、メンテナンス、場合によっては保有を含めた

事業遂行力を一層向上させていく必要があります。こうした資金需要に対応するため、当社の財務基

盤を強化しつつ資金調達を図る方策について慎重に検討した結果として、新株予約権付社債での総額

10億円（期間５年で利息を付さない、新株予約権行使時の当初払込金額一株あたり61,800円）の資金

調達を実施いたしました。  

 当社の自己資本比率は、当期中間期末で30.1％と相応の比率を確保しているものの、新株予約権行

使によって自己資本のさらなる増強につながる資金調達を行うことで、経営の安定を強化し、次の飛

躍に向けて積極的な事業展開を図ってまいります。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

 当社は平成18年11月13日開催の当社取締役会において、株式会社JBFパートナーズ（本社：東京都

千代田区）が無限責任組合員として運営管理するジャパン・ブレークスルー・2004投資事業有限責任

組合（主たる事務所：東京都千代田区）と平成18年11月30日付で当組合を引受先とする総額10億円の

新株予約権付社債を発行する投資契約を締結する決議を行い、契約の締結及び当該社債の発行を実施

いたしました。 

決議の概要は以下のとおりです。 

１. 第１回新株予約権付社債  

 (1)募集社債の総額      300,000千円  

 (2)募集社債の金額      100,000千円  

 (3)発行価額   額面100円につき100 円  

 (4)利率         利息を付さない  

 (5)申込期日      平成18年11月30日  

 (6)払込期日      平成18年11月30日  

 (7)償還期限     

  平成23年11月30日に社債額面の100％で償還  

 (8)募集の方法   

  第三者割当の方法により全額を投資組合に割り当てる。  

 (9)物上担保・保証         なし  

 (10)本新株予約権の目的となる株式の種類及び数  

  ①種類         当社普通株式  

  ②数  

   新株予約権の目的となる株式の数は、社債の払込金額の払込金額の総額を、 

   新株予約権行使時の払込金額で除して得られる最大整数とし、１株未満の 

   端数が生じた場合は現金により精算  

 (11)本新株予約権の総数      ３個  

 (12)本新株予約権に関する事項  



  ①転換価額          61,800円  

  ②転換価額の調整     詳細は第５ 経理の状況 重要な後発事象を参照 

 (13)新株予約権の行使期間   

  平成19年1月1日～平成23年11月29日  

 (14)行使の条件   

  新株予約権の一部行使は出来ないものとする。  

 (15)資金使途  

  当社の中長期戦略であるネットワーク化事業にかかる投資に充当  

 

２. 第２回新株予約権付社債  

 (1)募集社債の総額      700,000千円  

 (2)募集社債の金額      100,000千円  

 (3)発行価額   額面100円につき100 円  

 (4)利率         利息を付さない  

 (5)申込期日      平成18年11月30日  

 (6)払込期日      平成18年11月30日  

 (7)償還期限     

  平成23年11月30日に社債額面の100％で償還  

 (8)募集の方法   

  第三者割当の方法により全額を投資組合に割り当てる。  

 (9)物上担保・保証         なし  

 (10)本新株予約権の目的となる株式の種類及び数  

  ①種類         当社普通株式  

  ②数  

   新株予約権の目的となる株式の数は、社債の払込金額の払込金額の総額を、 

   新株予約権行使時の払込金額で除して得られる最大整数とし、１株未満の 

   端数が生じた場合は現金により精算  

 (11)本新株予約権の総数      ７個  

 (12)本新株予約権に関する事項  

  ①転換価額          61,800円  

  ②転換価額の調整     詳細は第５ 経理の状況 重要な後発事象を参照 

 (13)新株予約権の行使期間   

  平成20年12月1日～平成23年11月29日  

 (14)行使の条件   

  新株予約権の一部行使は出来ないものとする。  

 (15)資金使途  

  当社の中長期戦略であるネットワーク化事業にかかる投資に充当  

  

５ 【研究開発活動】 

 当社は「事業」を中心とした開発力を強みとし、当社研究開発部門は営業部門が把握した顧客のニ

ーズ実現のための総合的な開発を行っています。すなわち、顧客が実現したい目的を総合的にとらえて

川上である素材の選択から当社独自の応用技術の付加、そして施工およびメンテナンスも含めて考えた



製品開発、さらには運用のためのコンテンツまで視野に入れた総合的な事業開発を目的としていま

す。  

 また、総合的な開発力を支える要素技術の研究開発については、残像などの人間の知覚の研究応用や

刻々と進化する通信や半導体の最先端技術の応用などを外部の機関との交流や社内勉強会を通じて調査

し、融合可能と思われるものについては共有の基盤技術化をこれまで進めてまいりました。  

 今期においてはニーズの反映、要素技術の具現化をいっそう進めるため、製品開発部を創設し、事業

開発のための製品投入の迅速化を図っています。  

 

１．研究開発用設備の導入  

（１）試験設備  

 LED表示機は屋外の厳しい環境で使用されることも想定し、環境試験は十分に行われなければなりま

せん。温湿度試験、振動試験、耐候性試験、EMI（電磁ノイズ）試験などの環境試験は、外部機関への

委託や設備借用と自社設備とのバランスを取りながら、効率的、経済的に進めています。  

 また、当社はLEDランプを部品として購入していますが、より適切なLEDを選択し、製品品質を向上さ

せるため、LEDランプの特性を精緻に測定できる試験機も導入、稼動させています。  

 

（２）CAD(Computer Aided Design)とCAE(Computer Aided Engineering)ソフト  

 機械設計では3D CADでのモデリングを標準としていますが、モデリングデータを生かして熱解析や振

動、応力を最適化し、軽量、ローコスト化のためのシミュレーションに使用しています。また、電子設

計では、電子設計CADを中心とし、電磁気、電力、論理合成シミュレーションなどを活用し、試作サイ

クルの短縮化とコストダウンをはかっています。  

 

２．基礎研究活動  

（１）知覚(視覚、聴覚)  

 当社のLED表示機は一般的に理解しやすい「残像」という言葉で表現される効果を利用して、解像度

を上げたり、通常では見えないところに像を作ったりしていますが、近年の研究では、これは視覚系の

持つ情報伝達の制御機能(網膜に入る全情報のうち、脳が処理可能な一部のみを知覚する情報抽出機能)

を利用していることが解明されています。  

 これらの研究成果と独自の表示機制御による新しい視聴覚システムを目指し、基礎研究活動を進めて

おります。  

 

（２）光  

 光の反射、透過、吸収、回折などの基本特性や蛍光体を使った周波数変換等の応用技術を利用して、

屋外での使用で太陽光に負けない構造の検討や高コントラストと高開口率を同時に達成できる技術の研

究など、光学特性の向上による表示機の高性能化に対する検討をさまざまな角度から進め   

ています。屋外使用の製品にはその技術が反映され、高コントラストによる映像品質の向上が図られて

います。  

 

（３）LED点灯制御  

 CRT(Cathode Ray Tube：ブラウン管)、LCD(Liquid Crystal Display：液晶ディスプレイ)およびPDP

(Plasma Display Panel:プラズマディスプレイ)に比べて、色や輝度の高速制御が可能なことが特長で

あるLEDを、LED表示機用として適切に制御するための基礎研究を進めております。  



 当期では、高フレームレート(Frame Rate：３次元グラフィックスの表示や動画の再生において、

１秒間に何回画面を書き換えることができるかを表す指標)化による解像感の向上を目標とし、「動き

ベクトル(映像データの圧縮方法の一つであるMPEGによる画像符号化技術の中で使われる用語で、参照

画面内の比較対照ブロックとの移動量のこと)」を考慮した挿入フレームの最適化やLEDでしか達成でき

ない高ダイナミックレンジ表示の表現方法などを検討しております。  

 

３．要素技術開発活動  

（１）通信モジュール内蔵プロセッサ（VP:Visual Processor:映像処理装置）  

 表示機をメディアと考えた時、表示機との通信（映像や情報の配信、機器ステータスの取得など）は

重要な機能と考えらます。パソコン等を通した通信ではなく、VP自身が様々な通信インフラに対応した

通信モジュールを内蔵し、通信インフラ、設置ロケーションに柔軟に対応できるように当社独自の製品

開発を行っています。  

 

（２）LED補正技術  

 表示機を構成するLEDは、個々に独立した特性を持っているため、均一な特性になるように選別が必

要です。当社では選別に加えて表示機として組立後に、均一な表示輝度、表示色となるように個々の

LEDの特性を補正する技術をシステム化しています。  

 具体的には、デジタルカメラを使用した画像認識技術を応用して、LEDディスプレイの各画素の光

度、色調の均一性をモジュールレベルで測定し、補正データの計算、組み立てられたディスプレイに対

してのデータ抽出、プロセッサーへの書き込みなどを行い、表示機の映像表示品質を高めるシステムで

す。    

 この技術は、製品の工場出荷時の均一性を図るとともに、出荷後のユーザー環境での経年変化の補正

も行うことができるもので、従来の表示機にもプロセッサーの更新で対応でき、ユーザーに多大な利益

をもたらすことが期待できます。  

 

（３）画像処理  

 ①解像度圧縮、伸張  

 ハイビジョンなどの高精細大画面を通常技術で構成すると、VPとLEDモジュール(表示部分)の間の通

信帯域が１GHzを大幅に越えるものとなり、物理的に大きな空間を使用するLED大型ディスプレイに適し

ている設計手法とはいえません。この問題を解決するためにVPとLEDモジュールの間において、画像デ

ータは圧縮されたものを使用し、LEDモジュール側で伸張するという従来にはない手法を検討しており

ます。  

 ②ダイナミックレンジ圧縮、伸張  

 画像の補正や調整と同様に、輝度や色の補正・調整は、ガンマ変換で帯域圧縮された状態では正確に

処理できないため、処理を行うための非圧縮化やデータを伝送するための圧縮化を独自の技術で開発し

ています。  

    

（４）新しい防水方法  

 従来の防水構造では、部品が実装された電子基板を樹脂で封入していました。この方法は信頼性が高

い反面、いくつか改善点も指摘されました。当社では、全く新しい発想で防水し、生産性、補修性、コ

スト、重量などの性能を改善し、小型汎用表示機などへ展開できる技術として開発を進めています。  

 



４．ソフトウエア、システム開発活動  

（１）店舗向けコントロールソフト  

 店舗における表示機放映運営を支援するコントロールソフトを、編成、編集、送出の各方面からユー

ザーインターフェイスやデザインも含めて見直し、ユーザーに優しく、かつ効率的な運営ができるソフ

トへと大幅な機能強化を図るための開発製作を行っています。  

 さらに店舗の販売促進が可能となるノウハウも含めた機能をここに加味して、DPS(Digital 

Promotion System)ツールとして発展させていく予定です。  

 

（２）多メディア運営コントロールソフト  

 エリアや時間を意識した広告放映や情報発信、ならびにメディア所有者・利用者（広告クライアント

など）の両者から見やすい（利用しやすい）システムを構築するため、表示機ロケーションを視野に入

れた、多メディア（表示機）をコントロールするソフト開発を開始しています。  

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備計画の変更 

該当事項はありません。 

  

(2) 重要な設備計画の完了 

該当事項はありません。 

  

(3) 重要な設備の新設等 

該当事項はありません。 

  

(4) 重要な設備の除却等 

該当事項はありません。 

  

  

  



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 
  

 
  

② 【発行済株式】 
  

 
（注）提出日現在の発行数には、平成18年12月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ

れた株式数は、含まれておりません。 

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

① 新株予約権 

  平成13年改正旧商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づく新株予約権 

(イ) 平成14年６月26日開催第13回定時株主総会決議 
  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 90,000

計 90,000

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成18年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成18年12月21日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容

普通株式 50,315 50,315
ジャスダック
証券取引所

普通株式は完全議決権株式で
あり、権利内容に何ら限定の
ない当社における標準となる
株式です。

計 50,315 50,315 ― ―

中間会計期間末現在
(平成18年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成18年11月30日)

新株予約権の数 7個 同左

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数    (注)１ 105株 同左

新株予約権の行使時の払込金額 80,000円 同左

新株予約権の行使期間
平成16年６月27日から
平成19年６月26日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額     (注)２

発行価格   80,000円
資本組入額  40,000円

同左

新株予約権の行使の条件 (注)３ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡する場合には、取締役会の
承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―



(注) １ 当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整し、

調整の結果生じる１株の100分の１に満たない端数については、これを切り捨てるものとします。ただし、か

かる調整は、上記新株予約権のうち、当該時点で対象者が行使していない新株予約権の目的たる株式の数につ

いてのみ行います。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社

が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は

新株予約権の目的たる株式の数を調整することができます。 

  

       調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

  

       なお、平成16年１月26日開催の取締役会決議に基づき、平成16年３月19日付をもって株式１株を３株に分割

し、平成17年６月24日開催の取締役会決議に基づき、平成17年９月15日付をもって株式1株を５株に分割した

ことに伴い、新株予約権の目的となる株式の数は調整されています。  

  

２ 当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により１株あたりの払込価格を調整し、調整により

生じる１円未満の端数は切上げるものとします。 

 
       

 なお、平成16年１月26日開催の取締役会決議に基づき、平成16年３月19日付をもって株式１株を３株に分割

し平成17年６月24日開催の取締役会決議に基づき、平成17年９月15日付をもって株式1株を５株に分割したこ

とに伴い、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及

び資本組入額は調整されています。 

３ 新株予約権の行使の条件 

新株予約権利者は、一度の手続において本新株予約権の全部または一部を行使することができます。その他

の新株予約権の行使条件については、平成14年６月26日開催の第13回定時株主総会決議および同日開催の取締

役会決議に基づき、当社と新株予約権利者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定められていま

す。 

(ロ) 平成15年３月13日開催臨時株主総会決議 

  

 
(注) １ 当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整し、

調整の結果生じる１株の100分の１に満たない端数については、これを切り捨てるものとします。ただし、か

かる調整は、上記新株予約権のうち、当該時点で対象者が行使していない新株予約権の目的たる株式の数につ

いてのみ行います。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社

が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は

新株予約権の目的たる株式の数を調整することができます。 

  
      調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

  

    なお、平成16年１月26日開催の取締役会決議に基づき、平成16年３月19日付をもって株式１株を３株に分割

し、平成17年６月24日開催の取締役会決議に基づき、平成17年９月15日付をもって株式１株を５株に分割した

ことに伴い、新株予約権の目的となる株式の数は調整されています。 

２ 当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により１株あたりの払込価格を調整し、調整により

調整後1株あたり払込価額＝調整前１株あたり払込価額×
１

分割・併合の比率

中間会計期間末現在
(平成18年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成18年11月30日)

新株予約権の数 ６個 同左

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数    (注)１ 90株 同左

新株予約権の行使時の払込金額 93,334円 同左

新株予約権の行使期間
平成17年３月14日から
平成20年３月13日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株
式の発行価格及び資本組入額      (注)２

発行価格   93,334円
資本組入額  46,667円

同左

新株予約権の行使の条件 (注)３ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡する場合には、取締役会の
承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―



生じる１円未満の端数は切上げるものとします。 

 
    

 なお、平成16年１月26日開催の取締役会決議に基づき、平成16年３月19日付をもって株式１株を３株に分割

し、平成17年６月24日開催の取締役会決議に基づき、平成17年９月15日付をもって株式1株を５株に分割した

ことに伴い、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格

及び資本組入額は調整されています。 

３ 新株予約権の行使の条件 

新株予約権利者は、一度の手続において本新株予約権の全部または一部を行使することができます。その他

の新株予約権の行使条件については、平成15年３月13日開催の臨時株主総会決議および同日開催の取締役会決

議に基づき、当社と新株予約権利者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定められています。 

  

(ハ) 平成15年６月25日開催第14回定時株主総会決議 
  

 
(注) １ 当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整し、

調整の結果生じる１株の100分の１に満たない端数については、これを切り捨てるものとします。ただし、か

かる調整は、上記新株予約権のうち、当該時点で対象者が行使していない新株予約権の目的たる株式の数につ

いてのみ行います。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社

が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は

新株予約権の目的たる株式の数を調整することができます。 

  

      調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

  

    なお、平成16年１月26日開催の取締役会決議に基づき、平成16年３月19日付をもって株式１株を３株に分割

し、平成17年６月24日開催の取締役会決議に基づき、平成17年９月15日付をもって株式１株を５株に分割した

ことに伴い、新株予約権の目的となる株式の数は調整されています。 

２ 当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により１株あたりの払込価格を調整し、調整により

生じる１円未満の端数は切上げるものとします。 

 
    

 なお、平成16年１月26日開催の取締役会決議に基づき、平成16年３月19日付をもって株式１株を３株に分割

し、平成17年６月24日開催の取締役会決議に基づき、平成17年９月15日付をもって株式１株を５株に分割した

ことに伴い、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格

及び資本組入額は調整されています。 

３ 新株予約権の行使の条件 

新株予約権利者は、一度の手続において本新株予約権の全部または一部を行使することができます。その他

の新株予約権の行使条件については、平成15年６月25日開催の第14回定時株主総会決議および同日開催の取締

役会決議に基づき、当社と新株予約権利者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定められていま

す。 

調整後1株あたり払込価額＝調整前１株あたり払込価額×
１

分割・併合の比率

中間会計期間末現在
(平成18年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成18年11月30日)

新株予約権の数 ３個 同左

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数    (注)１ 45株 同左

新株予約権の行使時の払込金額 93,334円 同左

新株予約権の行使期間
平成17年６月26日から
平成20年６月25日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額     (注)２

発行価格   93,334円
  資本組入額  46,667円

同左

新株予約権の行使の条件 (注)３ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡する場合には、取締役会の
承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

調整後1株あたり払込行使価額＝調整前１株あたり払込価額×
１

分割・併合の比率



  

(ニ) 平成16年３月16日開催臨時株主総会決議 

  

 
(注) １ 当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整し、

調整の結果生じる１株の100分の１に満たない端数については、これを切り捨てるものとします。ただし、か

かる調整は、上記新株予約権のうち、当該時点で対象者が行使していない新株予約権の目的たる株式の数につ

いてのみ行います。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社

が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は

新株予約権の目的たる株式の数を調整することができます。 

  

      調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

  

    なお、平成17年６月24日開催の取締役会決議に基づき、平成17年９月15日付をもって株式１株を５株に分割

したことに伴い新株予約権の目的となる株式の数は調整されています。 

２ 当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により１株あたりの払込価格を調整し、調整により

生じる１円未満の端数は切上げるものとします。 

 
     

 なお、平成17年６月24日開催の取締役会決議に基づき、平成17年９月15日付をもって株式１株を５株に分割

したことに伴い、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額は調整されています。 

３ 新株予約権の行使の条件 

新株予約権利者は、一度の手続において本新株予約権の全部または一部を行使することができます。その他

の新株予約権の行使条件については、平成16年３月16日開催の臨時株主総会決議および同日開催の取締役会決

議に基づき、当社と新株予約権利者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定められています。 

  

中間会計期間末現在
(平成18年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成18年11月30日)

新株予約権の数 16個 同左

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数    (注)１ 80株 同左

新株予約権の行使時の払込金額 94,000円 同左

新株予約権の行使期間
平成18年３月17日から
平成21年３月16日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額     (注)２

発行価格   94,000円
資本組入額  47,000円

同左

新株予約権の行使の条件 (注)３ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡する場合には、取締役会の
承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

調整後１株あたり払込価額＝調整前１株あたり払込価額×
１

分割・併合の比率



(ホ) 平成16年５月22日開催取締役会決議 

  

 
(注) １ 当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整し、

調整の結果生じる１株の100分の１に満たない端数については、これを切り捨てるものとします。ただし、か

かる調整は、上記新株予約権のうち、当該時点で対象者が行使していない新株予約権の目的たる株式の数につ

いてのみ行います。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社

が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は

新株予約権の目的たる株式の数を調整することができます。 

  

      調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

  

    なお、平成17年６月24日開催の取締役会決議に基づき、平成17年９月15日付をもって株式１株を５株に分割

したことに伴い、新株予約権の目的となる株式の数は調整されています。 

２ 当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により１株あたりの払込価格を調整し、調整により

生じる１円未満の端数は切上げるものとします。 

 
     

 なお、平成17年６月24日開催の取締役会決議に基づき、平成17年９月15日付をもって株式１株を５株に分割

したことに伴い、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額は調整されています。 

３ 新株予約権の行使の条件 

新株予約権利者は、一度の手続において本新株予約権の全部または一部を行使することができます。その他

の新株予約権の行使条件については、平成16年３月16日開催の臨時株主総会決議および平成16年５月22日開催

の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権利者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定められ

ています。 

  

中間会計期間末現在
(平成18年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成18年11月30日)

新株予約権の数 12個 同左

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数    (注)１ 60株 同左

新株予約権の行使時の払込金額 94,000円 同左

新株予約権の行使期間
平成18年５月23日から
平成21年５月22日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額     (注)２

発行価格   94,000円
資本組入額  47,000円

同左

新株予約権の行使の条件 (注)３ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡する場合には、取締役会の
承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

調整後１株あたり払込価額＝調整前１株あたり払込価額×
１

分割・併合の比率



(へ) 平成16年６月25日開催第15回定時株主総会決議 

  

 
(注) １ 当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整し、

調整の結果生じる１株の100分の１に満たない端数については、これを切り捨てるものとします。ただし、か

かる調整は、上記新株予約権のうち、当該時点で対象者が行使していない新株予約権の目的たる株式の数につ

いてのみ行います。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社

が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は

新株予約権の目的たる株式の数を調整することができます。 

  

        調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

  

       なお、平成17年６月24日開催の取締役会決議に基づき、平成17年９月15日付をもって株式１株を５株に分 

割したことに伴い、新株予約権の目的となる株式の数は調整されています。 

２ 当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により１株あたりの払込価格を調整し、調整により

生じる１円未満の端数は切上げるものとします。 

 
     

  なお、平成17年６月24日開催の取締役会決議に基づき、平成17年９月15日付をもって株式１株を５株に分割

したことに伴い、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額は調整されています。 

３ 新株予約権の行使の条件 

 新株予約権利者は、一度の手続において本新株予約権の全部または一部を行使することができます。その他

の新株予約権の行使条件については、平成16年６月25日開催の第15回定時株主総会決議および同日開催の取締

役会決議に基づき、当社と新株予約権利者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定められていま

す。 

  

中間会計期間末現在
(平成18年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成18年11月30日)

新株予約権の数 ３個 同左

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数    (注)１ 15株 同左

新株予約権の行使時の払込金額                 128,000円 同左

新株予約権の行使期間
平成18年５月23日から
平成21年５月22日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額     (注)２

    発行価格 128,000円
    資本組入額  64,000円

同左

新株予約権の行使の条件 (注)３ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡する場合には、取締役会の
承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

調整後１株あたり払込価額＝調整前１株あたり払込価額×
１

分割・併合の比率



会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権 

(イ) 平成18年６月21日開催取締役会決議 

  

 
(注) １ 当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整し、

調整の結果生じる１株の100分の１に満たない端数については、これを切り捨てるものとします。ただし、か

かる調整は、上記新株予約権のうち、当該時点で対象者が行使していない新株予約権の目的たる株式の数につ

いてのみ行います。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社

が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は

新株予約権の目的たる株式の数を調整することができます。 

   

      調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

  

２ 当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により１株あたりの払込価格を調整し、調整により

生じる１円未満の端数は切上げるものとします。 

 
  

３ 新株予約権の行使の条件 

新株予約権利者は、一度の手続において本新株予約権の全部または一部を行使することができます。その

他の新株予約権の行使条件については、平成17年６月24日開催の第16回定時株主総会決議および平成18年６月

21日開催の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権利者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に

定められています。 

  

中間会計期間末現在
(平成18年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成18年11月30日)

新株予約権の数 97個 同左

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数    (注)１ 485株 同左

新株予約権の行使時の払込金額                 91,371円 同左

新株予約権の行使期間
平成20年６月25日から
平成23年６月24日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額     (注)２

        発行価格  91,371円
      資本組入額 45,686円

同左

新株予約権の行使の条件 (注)３ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡する場合には、取締役会の
承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項                       ― ―

調整後１株あたり払込価額＝調整前１株あたり払込価額×
１

分割・併合の比率



② 新株予約権付社債 

会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権付社債 

(イ) 平成18年11月13日開催取締役会決議 
  

 
(注)１ 新株予約権の目的となる株式の数は、社債の払込金額の払込金額の総額を、新株予約権行使時の払込金額で 

除して得られる最大整数とし、１株未満の端数が生じた場合は現金による精算を行います。 

(注)２ 新株予約権付社債の調整の詳細については、第５ 経理の状況 重要な後発事象の脚注に記載のとおりです。

  

(ロ) 平成18年11月13日開催取締役会決議 
  

 
(注)１ 新株予約権の目的となる株式の数は、社債の払込金額の払込金額の総額を、新株予約権行使時の払込金額で 

除して得られる最大整数とし、１株未満の端数が生じた場合は現金による精算を行います。 

(注)２ 新株予約権付社債の調整の詳細については、第５ 経理の状況 重要な後発事象の脚注に記載のとおりです。

  

中間会計期間末現在
(平成18年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成18年11月30日)

新株予約権付社債の残高 ― 300百万円

新株予約権の数 ―       3個

新株予約権の目的となる株式の種類 ― 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数  (注)１ ― 4,854株

新株予約権の行使時の払込金額 ― 61,800円

新株予約権の行使期間 ―
平成19年１月１日から 
平成23年11月29日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額    

―
 発行価格    61,800 円 
  資本組入額 30,900 円

新株予約権の行使の条件 ―
本新株予約権の一部行使は出
来ない

新株予約権の譲渡に関する事項 ― ―

代用払込みに関する事項 ―       ―

中間会計期間末現在
(平成18年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成18年11月30日)

新株予約権付社債の残高 ― 700百万円

新株予約権の数 ― 7個

新株予約権の目的となる株式の種類 ― 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 (注)１ ― 11,326株

新株予約権の行使時の払込金額 ― 61,800円

新株予約権の行使期間 ―
平成20年12月１日から 
平成23年11月29日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額    

―
 発行価格    61,800 円 
  資本組入額 30,900 円

新株予約権の行使の条件 ―
本新株予約権の一部行使は出
来ない

新株予約権の譲渡に関する事項 ― ―

代用払込みに関する事項 ―       ―



(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
（注１）新株予約権の行使による増加であります。 

(4) 【大株主の状況】 

平成18年９月30日現在 

 
  

(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年９月30日現在 

 
（注）「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が11株（議決権11個）  

含まれております。  
  

② 【自己株式等】 

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金 
増減額 
(千円)

資本準備金
残高 
(千円)

平成18年４月１日～ 
平成18年９月30日 
（注１）

30 50,315 1,200 522,975 1,200 586,407

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

時 本 豊太郎 横浜市金沢区 11,115 22.09

熊 﨑 友 久 神奈川県三浦郡葉山町 7,240 14.39

大 石 昌 利 神奈川県逗子市 2,880 5.72

ノーザントラストカンパニーエ
イブイエフシーリノーザントラ
ストガンジーアイリツシユクラ
イアンツ

東京都中央区日本橋三丁目11番１号
 （常代）香港上海銀行東京支店

1,562 3.10

株式会社細田協佑社 東京都中央区日本橋一丁目2番5号 1,125 2.24

トヨタ自動車株式会社 愛知県豊田市トヨタ町1番地 750 1.49

株式会社セキネネオン 茨城県潮来市古高3480番地の1 740 1.47

三菱UFJキャピタル株式会社 東京都中央区京橋二丁目14番1号 389 0.77

株式会社メック 宮城県仙台市宮城野区東仙台四丁目3番47号 340 0.68

日本証券金融株式会社（業務
口）

東京都中央区日本橋茅場町一丁目2-10 322 0.64

計 26,463 52.59

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 50,315 50,315
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 50,315 ― ―

総株主の議決権 ― 50,315 ―



平成18年９月30日現在 

 
  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

 
(注) 最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。 

(1) 新任役員 

 
(2) 役職の異動 

 
  

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 
(株)

他人名義
所有株式数 
(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

― ― ― ― ― ―

計 ― ― ― ― ―

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 133,000 127,000 90,000 85,000 80,000 72,000

最低(円) 86,100 74,900 64,000 65,100 69,900 42,000

役職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
（株）

就任年月日

取締役総務部長 西村敏彦
昭和34年
10月11日

昭和57年4月 株式会社日本債券信用銀行（現株
式会社あおぞら銀行）入社 
平成17年5月 当社入社 
平成18年6月 当社取締役就任（現任）

―
平成18年６
月29日

新役職名 旧役職名 氏名 異動年月日

 取締役研究開発部長 取締役副社長 大石昌利 平成18年６月1日

 取締役製品開発部長 取締役営業本部長 濵 和明 平成18年６月1日

取締役総務部長 
兼営業管理部長

取締役総務部長 西村敏彦 平成18年８月1日



第５ 【経理の状況】 

１ 中間財務諸表の作成方法について 

当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省

令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

なお、前中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)は改正前の中間財務諸表等規則に

基づき、当中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は改正後の中間財務諸表等規則に

基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月

30日まで)及び当中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の中間財務諸表について、

監査法人トーマツにより中間監査を受けております。 

  

３ 中間連結財務諸表について 

当社は子会社がありませんので、中間連結財務諸表は作成しておりません。 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

該当事項はありません。 

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

  



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

前中間会計期間末 
(平成17年９月30日)

当中間会計期間末
(平成18年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成18年３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 ※2 1,216,315 640,537 909,944

２ 受取手形 1,260 20,677 7,200

３ 売掛金 852,683 495,352 798,285

４ たな卸資産 2,173,195 1,752,003 2,022,739

５ 有価証券 59,964 9,999 159,969

６ その他 ※3 118,260 126,837 106,219

貸倒引当金 △778 △2,958 △678

流動資産合計 4,420,901 91.9 3,042,449 84.0 4,003,680 90.7

Ⅱ 固定資産

１ 有形固定資産 ※1 174,018 223,691 141,183

２ 無形固定資産 13,347 11,952 11,633

３ 投資その他の資産

(1) 長期性預金 100,000 122,002 100,000

(2) その他 100,236 222,871 159,423

 貸倒引当金 △0 200,236 △0 344,873 △0 259,422

固定資産合計 387,602 8.1 580,517 16.0 412,240 9.3

資産合計 4,808,503 100.0 3,622,967 100.0 4,415,920 100.0



 
  

前中間会計期間末 
(平成17年９月30日)

当中間会計期間末
(平成18年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成18年３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 支払手形 671,909 162,084 555,920

２ 買掛金 196,336 88,609 142,361

３ 短期借入金 30,000 ― 30,000

４ １年内返済予定
長期借入金

※2 488,641 404,286 462,596

５ １年内償還予定社債 130,000 200,000 212,500

６ 賞与引当金 11,223 11,958 ―

７ その他 ※3 89,711 130,623 96,944

流動負債合計 1,617,821 33.6 997,560 27.5 1,500,323 34.0

Ⅱ 固定負債

１ 社債 1,000,000 800,000 850,000

２ 長期借入金 ※2 852,824 682,873 803,318

３ 長期預り金 45,000 45,000 45,000

４ その他 4,689 4,689 5,968

固定負債合計 1,902,513 39.6 1,532,562 42.3 1,704,286 38.6

負債合計 3,520,335 73.2 2,530,123 69.8 3,204,609 72.6

(資本の部)

Ⅰ 資本金 518,175 10.8 ― ― 521,775 11.8

Ⅱ 資本剰余金

１ 資本準備金 581,607 ― 585,207

資本剰余金合計 581,607 12.1 ― ― 585,207 13.2

Ⅲ 利益剰余金

１ 中間（当期）
未処分利益

185,860 ―
104,329 

 

利益剰余金合計 185,860 3.9 ― ― 104,329 2.4

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金

2,525 0.0 ― ― ― ―

資本合計 1,288,167 26.8 ― ― 1,211,311 27.4

負債資本合計 4,808,503 100.0 ― ― 4,415,920 100.0



 
  

  

前中間会計期間末 
(平成17年９月30日)

当中間会計期間末
(平成18年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３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 ― ― 522,975 14.4 ― ―

２ 資本剰余金

(1) 資本準備金 ― 586,407 ―

資本剰余金合計 ― ― 586,407 16.2 ― ―

３ 利益剰余金

(1) その他利益剰余金

繰越利益剰余金 ― △19,332 ―

利益剰余金合計 ― ― △19,332 △0.5 ― ―

株主資本合計 ― ― 1,090,049 30.1 ― ―

Ⅱ 新株予約権 ― ― 2,794 0.1 ― ―

純資産合計 ― ― 1,092,844 30.2 ― ―

負債純資産合計 ― ― 3,622,967 100.0 ― ―



② 【中間損益計算書】 

 
  

  

  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３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 1,261,538 100.0 870,161 100.0 2,788,478 100.0

Ⅱ 売上原価 757,464 60.0 554,912 63.8 1,770,051 63.5

売上総利益 504,074 40.0 315,248 36.2 1,018,427 36.5

Ⅲ 販売費及び一般
管理費

554,140 44.0 492,162 56.5 1,056,463 37.9

営業損失 50,066 △4.0 176,914 △20.3 38,035 △1.4

Ⅳ 営業外収益 ※1 1,946 0.2 662 0.1 21,229 0.8

Ⅴ 営業外費用 ※2 78,121 6.2 27,897 3.2 98,143 3.5

経常損失 126,241 △10.0 204,148 △23.4 114,949 △4.1

Ⅵ 特別利益 ※3 404 0.0 289 0.0 679 0.0

Ⅶ 特別損失 ※4 1,573 0.1 ― ― 144,995 5.2

税引前中間（当期） 
純損失

127,410 △10.1 203,858 △23.4 259,265 △9.3

法人税、住民税 
及び事業税

475 475 950

法人税等調整額 △46,430 △45,955 3.6 △80,672 △80,197 △9.2 △97,228 △96,278 △3.5

中間（当期）純損失 81,454 △6.5 123,661 △14.2 162,986 △5.8

前期繰越利益 267,315 ― 267,315

中間（当期）未処分 
利益

185,860 ― 104,329



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４月１日 至 平成18年９月30日) 

 
  

株 主 資 本

新株予約権
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３月31日残高（千円） 521,775 585,207 585,207 104,329 104,329 1,211,311 ― 1,211,311

中間会計期間中の変動額 
（千円）

 新株の発行 1,200 1,200 1,200 ― ― 2,400 ― 2,400

 中間純損失 ― ― ― △123,661 △123,661 △123,661 ― △123,661

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額）

― ― ― ― ― ― 2,794 2,794

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

1,200 1,200 1,200 △123,661 △123,661 △121,261 2,794 △118,467

平成18年９月30日残高（千円） 522,975 586,407 586,407 △19,332 △19,332 1,090,049 2,794 1,092,844



④ 【中間キャッシュ・フロー計算書】 

 
  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３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

１ 税引前中間(当期）純損失（△） △127,410 △203,858 △259,265

２ 減価償却費 35,313 40,376 81,761

３ 貸倒引当金の増減額（△は減少） △404 2,280 △504

４ 賞与引当金の増加額 1,396 11,958 ―

５ ソフトウェア償却 1,773 1,782 3,602

６ 株式報酬費用 ― 2,794 ―

７ 受取利息 △473 △223 △627

８ 受取配当金 △3 △0 △6

９ 投資有価証券売却益 ― ― △5,198

10 支払利息 14,898 11,561 27,745

11 社債利息 2,946 4,663 7,422

12 新株発行費 30,633 ― 30,870

13 株式交付費 － 7 ー

14 社債発行費 8,450 ― 8,450

15 固定資産売却益 ― ― △175

16 売上債権の減少額 55,535 289,455 66,099

17 たな卸資産の増減額（△は増加） △292,093 158,445 △139,937

18 未収消費税等の減少額 51,229 ― 62,930

19 仕入債務の増減額（△は減少） 6,775 △447,589 △163,187

20 未払金の増減額（△は減少） △680 △15,151 7,714

21 未払事業税の増減額（△は減少） 1,154 △825 △153

22 未払消費税等の増加額 ― 9,535 1,549

23 その他 △580 35,318 14,040

小計 △211,538 △99,467 △256,868

24 利息及び配当金の受取額 461 202 604

25 利息の支払額 △17,556 △15,215 △35,672

26 法人税等の支払額 △55,833 △475 △56,202

営業活動による 
キャッシュ・フロー

△284,467 △114,955 △348,137

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロ
ー

１ 定期預金の預入による支出 △19,001 △6,001 △27,006

２ 定期預金の払戻による収入 234,000 ― 254,006

３ 有価証券の取得による支出 △9,995 ― △9,995

４ 有価証券の償還による収入 10,000 50,000 10,000

５ 有形固定資産の取得による支出 △90,239 △10,467 △105,588

６ 有形固定資産の売却による収入 ― ― 210

７ 無形固定資産の取得による支出 △1,250 △2,102 △1,365

８ 投資有価証券の売却による収入 ― ― 11,393

９ 貸付による支出 ― ― △650

10 貸付金の回収による収入 60 270 120

投資活動による 
キャッシュ・フロー

123,573 31,698 131,125



  

 

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

１ 短期借入れによる収入 30,000 30,000 30,000

２ 短期借入金の返済による支出 △30,000 △60,000 △30,000

３ 長期借入れによる収入 ― 50,000 200,000

４ 長期借入金の返済による支出 △283,052 △228,755 △558,603

５ 社債の発行による収入 491,550 ― 491,550

６ 社債の償還による支出 △17,500 △62,500 △85,000

７ 株式の発行による収入 398,216 2,392 405,179

８ 配当金の支払額 △8,757 ― △8,757

９ その他 △3,242 △1,278 △5,413

財務活動による 
キャッシュ・フロー

577,214 △270,141 438,955

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額
又は減少額（△）

416,320 △353,397 221,942

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 731,983 953,926 731,983

Ⅵ 現金及び現金同等物の
中間（期末）残高

※１ 1,148,304 600,528 953,926

 



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４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１ 有価証券の

評価基準及び

評価方法

(1) 満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)

(1) 満期保有目的の債券  

 同左

(1) 満期保有目的の債券 

  同左

(2) その他有価証券

① 時価のあるもの 

中間決算期末日の市場

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

しております。) を採用

しております。

(2) その他有価証券

① 時価のあるもの

中間決算期末日の市場

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

定しております。) を採

用しております。

   

(2) その他有価証券

① 時価のあるもの

決算期末日の市場価格

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して

おります。) を採用して

おります。

② 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。

② 時価のないもの

  同左

② 時価のないもの

   同左

２ たな卸資産

の評価基準及

び評価方法

(1) 製品

 移動平均法による原価法

を採用しております。

 ただし、ロット別管理す

るものはロット別移動平均

法による原価法を採用して

おります。

(1) 製品

 同左

(1) 製品

 同左

(2) 原材料

 移動平均法による原価法

を採用しております。

(2) 原材料

 同左

(2) 原材料

 同左

(3) 仕掛品

  個別法による原価法を採

用しております。

(3) 仕掛品

 同左 

(3) 仕掛品

 同左 

３ 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。

 工具器具備品  ２～15

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

 ソフトウェア(自社利用)

については、社内における

利用可能期間(５年)に基づ

く定額法を採用しておりま

す。

(2) 無形固定資産

  同左

(2) 無形固定資産

  同左

(3) 長期前払費用

 均等償却によっておりま

す。

(3) 長期前払費用

  同左

(3) 長期前払費用

  同左



 

項目
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

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、一般債権に

ついては貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等の特定

の債権については個別に回

収可能性を勘案し、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) 賞与引当金

従業員に対して支給する

賞与の支出に充てるため、

支給見込額に基づき当中間

会計期間負担額を計上して

おります。

(2) 賞与引当金 

  同左

(2) 賞与引当金

従業員に対して支給する

賞与の支出に充てるため、

支給見込額に基づき当事業

年度負担額を計上しており

ます。

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 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

て特例処理の条件を充たし

ている場合には、特例処理

を採用しております。

(1) ヘッジ会計の手法 

  同左

(1) ヘッジ会計の手法 

  同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象

ヘッジ手段：金利変動リ

スクについて金利スワップ

取引を利用しております。

ヘッジ対象：ヘッジ取引に

より金利変動が固定され、

その変動が回避される資金

調達取引を対象としており

ます。

(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

資金調達取引にかかる金

利変動リスクに対して金利

スワップにより特例処理の

範囲内においてヘッジを行

っております。

(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

取引開始時に特例処理に

基づく金利スワップ取引で

あるか評価し、特例処理に

基づくスワップ取引につい

てのみ行なっております。

(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



  

 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

７ 中間キャッ

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

 中間キャッシュ・フロー計

算書における資金(現金及び

現金同等物)は、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得日

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  キャッシュ・フロー計算書

における資金(現金及び現金

同等物)は、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

クしか負わない取得日から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。

８ 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

消費税等の処理方法

 消費税等の会計処理は、税

抜方式によっております。

 同左  同左



会計処理の変更 

  
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

（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」（「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））を当中間会

計期間から適用しております。

 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）

 「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））を当事業年

度から適用しております。

 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

関する会計基準等） 

 当中間会計期間から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準５号）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」

（企業会計基準委員会 平成17年12月

９日 企業会計基準適用指針第８

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。 

なお、従来の「資本の部」の合計に

相当する金額は1,090,049千円です。 

 

 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財

務諸表は、改正後の中間財務諸表等

規則により作成しております。

―――――――――

―――――――――
（ストック・オプション等に関する

会計基準等） 

 当中間会計期間から「ストック・

オプション等に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月27日 企業会計基準第８号）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

準委員会 最終改正平成18年５月31

日 企業会計基準適用指針第11号）

を適用しております。 

 これにより、営業損失、経常損失

及び税金等調整前中間純損失が2,794

千円増加しております。

―――――――――

    ――――――――― （繰延資産の会計処理に関する当面

の取扱い） 

 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）を適用し

  ―――――――――



 
  

  

追加情報 

  

 
  

ております。 

 これにより、前事業年度の営業外

費用の内訳及びキャッシュフロー計

算書の営業活動によるキャッシュフ

ローの内訳とした「新株発行費」

は、当中間会計期間より「株式交付

費」として処理する方法に変更して

おります。

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

 
――――――――― （損益計算書） 

 レンタル資産の減価償却費につい

ては、従来販売費及び一般管理費に

計上しておりましたが、重要性が増

したことから表示区分の検討を行

い、当中間会計期間より売上原価と

して計上することとしました。この

結果、従来の方法によった場合と比

較して、売上総利益は4,708千円減少

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９月30日)

当中間会計期間末
(平成18年９月30日)

前事業年度末 
(平成18年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

342,129千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

414,622千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

381,375千円

 

※２ 担保提供資産

取引銀行との当座貸越契約(当

座貸越極度額20,000千円)に対

し、下記の資産を担保に供して

おります。

現金及び預金 20,000千円

(定期預金)

上記の他、長期借入金（１年

内返済含む）320,000千円につい

て、総財産担保留保条項が付さ

れております。

 

※２ 担保提供資産

取引銀行との当座貸越契約(当

座貸越極度額 20,000千円)に対

し、下記の資産を担保に供して

おります。

現金及び預金 20,000千円

(定期預金)

上記の他、長期借入金（１年

内返済含む）170,000千円につい

て、総財産担保留保条項が付さ

れております。

 

※２ 担保提供資産

取引銀行との当座貸越契約(当

座貸越極度額 20,000千円)に対

し、下記の資産を担保に供して

おります。

現金及び預金 20,000千円

(定期預金)

上記の他、長期借入金（１年

内返済含む）220,000千円につい

て、総財産担保留保条項が付さ

れております。 

 

※３ 消費税等の取扱い

仮払消費税等と仮受消費税等

は相殺の上、流動資産の「その

他」に含めて表示しておりま

す。

※３ 消費税等の取扱い

仮払消費税等と仮受消費税等

は相殺の上、流動負債の「その

他」に含めて表示しておりま

す。

※３ 消費税等の取扱い

―――――――――

 

４ 運転資金の効率的な調達を行

うため、取引銀行１行と当座貸

越契約を締結しております。当

中間会計期間末における当座貸

越契約に係る借入未実行残高等

は次のとおりであります。

当座貸越極度額 20,000千円

借入実行残高 ― 千円

  差引額 20,000千円

 

 ４ 運転資金の効率的な調達を行

うため、取引銀行１行と当座貸

越契約および取引銀行１行を主

幹事とするコミットメントライ

ン契約（シンジケーション方

式）を締結しております。当中

間会計期間末における当座貸越

契約に係る借入未実行残高等は

次のとおりであります。

当座貸越極度額
及びコミットメ
ントラインの総
額

620,000千円

借入実行残高 －千円

  差引額 620,000千円

 ５ 中間期末日満期手形 

中間期末日満期手形の会計処理

は、手形交換日をもって決済処

理しております。なお、当中間

会計期間の末日は金融機関の休

日であったため、次の中間期末

日満期手形が中間期末残高に含

まれております。 

受取手形      1,200千円 

支払手形     37,897千円

 

４ 運転資金の効率的な調達を行

うため、取引銀行１行と当座貸

越契約を締結しております。当

中間会計期間末における当座貸

越契約に係る借入未実行残高等

は次のとおりであります。

当座貸越極度額 20,000千円

借入実行残高 －千円

 差引額 20,000千円

 



(中間損益計算書関係) 

 
  

  

(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４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

      新株予約権の行使による増加    30株 

  

２ 自己株式に関する事項 

   
  

３ 新株予約権等に関する事項 

 
(注) １ 目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

２ 目的となる株式の数の変動事由の概要 

  平成18年新株予約権の増加は、ストック・オプション発行によるものであります。 

  なお、平成18年新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 
  
４ 配当に関する事項 

 
  

  

(中間キャッシュ・フロー計算書関係) 

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

※１ 営業外収益の主要項目

受取利息 473千円

受取配当金 3千円

※１ 営業外収益の主要項目

受取利息 223千円

受取配当金 0千円

※１ 営業外収益の主要項目

受取利息 627千円

受取配当金 6千円

※２ 営業外費用の主要項目

支払利息 14,898千円

社債発行費 8,450千円

上場関連費用 18,086千円

社債利息 2,946千円

新株発行費 30,633千円

保証料 2,823千円  

※２ 営業外費用の主要項目

支払利息 11,561千円

社債利息 4,663千円

株式交付費 7千円

保証料 2,311千円

支払手数料 7,000千円
 

※２ 営業外費用の主要項目

支払利息 27,745千円

社債発行費 8,450千円

上場関連費用 18,086千円

社債利息 7,422千円

新株発行費 30,870千円

※３ 特別利益の主要項目

貸倒引当金 
戻入益

404千円

※３ 特別利益の主要項目

貸倒引当金
戻入益

289千円

※３ 特別利益の主要項目

貸倒引当金
戻入益

504千円

※４ 特別損失の主要項目

原状回復費用 1,573千円

※４ 特別損失の主要項目  

   ―――――――――

※４ 特別損失の主要項目 

  棚卸評価損   111,588千円

５ 減価償却実施額

有形固定資産 35,313千円

無形固定資産 1,773千円

５ 減価償却実施額

有形固定資産 40,376千円

無形固定資産 1,782千円

５ 減価償却実施額

有形固定資産 81,761千円

無形固定資産 3,602千円

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株) 50,285 30 ― 50,315

    該当事項はありません

会社名 内訳
目的となる 
株式の種類

目的となる株式の数 当中間会計
期間末残高
（千円）

前事業
年度末

増加 減少
当中間 
会計期間末

提出会社
平成18年ストック・
オプションとしての
新株予約権

普通株式 ― 485 ― 485 2,794

合計 ― 485 ― 485 2,794

    該当事項はありません



 
  

  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係

       (平成17年９月30日)

現金及び預金勘定 1,216,315千円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金

△68,011千円

現金及び現金同等物 1,148,304千円
 

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係

       (平成18年９月30日)

現金及び預金勘定 640,537千円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金

△40,008千円

現金及び現金同等物 600,528千円

※１ 現金及び現金同等物の期末残

高と貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係

       (平成18年３月31日)

現金及び預金勘定 909,944千円

預入期間が３ヶ月を 
超える定期預金

△56,009千円

コマーシャルペーパ
ー

99,991千円

現金及び現金同等物 953,926千円



次へ 

(リース取引関係) 

 
  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 

1.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・リース取引に係る注記

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

取得価額 
相当額 
(千円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円)

中間期末
残高 
相当額 
(千円)

工具器具 
備品

63,845 42,323 21,521

車両 
運搬具

2,624 2,362 261

ソフト 
ウェア

12,375 11,653 721

合計 78,844 56,339 22,504

 

 

1.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・リース取引に係る注記

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

取得価額
相当額 
(千円)

減価償却
累計額 
相当額 
(千円)

中間期末
残高 
相当額 
(千円)

建物附属
設備

18,784 1,374 17,409

工具器具 
備品

133,741 64,865 68,875

合計 152,525 66,239 86,284

 
 

１ 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・リース取引に係る注記

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額

取得価額
相当額 
(千円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円)

期末残高
相当額 
(千円)

工具器具
備品

133,741 52,651 81,090

車両
運搬具

2,624 2,524 100

合計 136,365 55,175 81,190

 

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額

 １年内 14,708千円

 １年超 9,506千円

  合計 24,215千円

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額

 １年内 23,108千円

 １年超 64,577千円

  合計 87,686千円

(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 24,428千円

１年超 58,054千円

 合計 82,482千円

(3) 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 11,164千円

減価償却費相当額 9,877千円

支払利息相当額 606千円

(3) 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 15,071千円

減価償却費相当額 13,588千円

支払利息相当額 1,591千円

(3) 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 23,792千円

減価償却費相当額 21,072千円

支払利息相当額 1,526千円

(4) 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っております。

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

(5) 利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の

取得価額相当額との差額を利息

相当額とし、各期への配分方法

については、利息法によってお

ります。

(5) 利息相当額の算定方法

同左

(5) 利息相当額の算定方法

同左

    ――――――――― ２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料

 １年内 675千円

 １年超 788千円

  合計 1,463千円

２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料

１年内 1,143千円

１年超 1,866千円

 合計 3,009千円

 



(有価証券関係) 

  

前中間会計期末（平成17年９月30日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 
  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

 
  

当中間会計期末（平成18年９月30日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

該当事項はありません 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

 
  

区分 取得原価（千円） 中間貸借対照表計上額（千円） 差額（千円）

①株式
②債券
③その他

6,194
―
―

10,397
―
―

4,202
―
―

計 6,194 10,397 4,202

区分 中間貸借対照表計上額(千円)

(1) 満期保有目的の債券

  割引商工債券 59,964

  合計 59,964

(2) その他有価証券

  非上場株式 1,200

  合計 1,200

区分 貸借対照表計上額(千円)

(1) 満期保有目的の債券

  割引商工債券 9,999

  合計 9,999

(2) その他有価証券

  非上場株式 1,200

  合計 1,200



前事業年度末（平成18年３月31日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

該当事項はありません 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

 
  

  

(デリバティブ取引関係) 

前中間会計期間末(平成17年９月30日現在) 

ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いているため、該当事項はありません。 

  

当中間会計期間末(平成18年９月30日現在) 

ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いているため、該当事項はありません。 

  

前事業年度末(平成18年３月31日現在) 

ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いているため、該当事項はありません。 

  

(持分法投資損益） 

前中間会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

関連会社が存在しないため、該当事項はありません。 

  

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

関連会社が存在しないため、該当事項はありません。 

  

前事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

関連会社が存在しないため、該当事項はありません。 

  

区分 貸借対照表計上額(千円)

(1) 満期保有目的の債券

  コマーシャル・ペーパー 99,991

  割引商工債券 59,978

  合計 159,969

(2) その他有価証券

  非上場株式 1,200

  合計 1,200



(ストック・オプション等関係) 

  １．当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

   における費用計上額及び科目名 

   販売費及び一般管理費（株式報酬費用） 2,794千円 

 ２.ストック・オプションの内容及び規模 

 
  

会社名 アビックス株式会社

決議年月日 平成18年６月21日

付与対象者区分及び人数 当社監査役３名及び当社使用人19名

株式の種類及び付与数 普通株式 485株

付与日 平成18年６月21日

権利確定条件 新株予約権の行使時に取締役、監査役、または使
用人であること。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間 平成20年６月25日から平成23年６月24日

権利行使価格 91,371円

付与日における公正な評価単価 78,000円



(１株当たり情報) 

  

 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１株当たり純資産額 25,663円27銭 21,664円51銭 24,088円91銭

１株当たり中間(当期) 
純損失（△）

△1,656円86銭 △2,457円99銭 △3,278円93銭

平成17年９月15日付けで１

株につき５株の割合をもって

株式分割を実施しておりま

す。当該株式の分割が前期首

に行われたものと仮定した場

合の前中間会計期間および前

事業年度の１株当たり情報

は、それぞれ下記のとおりと

なります。

前中間会計期間

１株当たり純資産額

20,084円04銭

１株当たり中間純利益

1,250円25銭

前事業年度

１株当たり純資産額

21,654円87銭

１株当たり当期純利益

2,816円70銭

当社は、平成17年9月15日付

けで普通株式１株に対し普

通株式5株の割合で株式分割

を行いました。 

当該株式の分割が前期首に

行われたものと仮定した場

合の前事業年度の１株当た

り情報は以下の通りであり

ます。

１株当たり純資産額   

      21,654円87銭 

  １株当たり当期純利益 

       2,816円70銭

潜在株式調整後１株当

たり中間(当期)純利益

新株予約権等の権利が存在

しますが、１株当たり中間純

損失であるため記載しており

ません。

                  同左 新株予約権等の権利が存

在しますが、１株当たり当

期純損失であるため記載し

ておりません。



(注) 算定上の基礎 

 １．１株当たり純資産額 
 

  

  

 ２．１株当たり中間(当期)純利益又は中間(当期)純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益 

 
  

項目
前中間会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間会計期間末

(平成18年９月30日)

前事業年度会計期末

(平成18年３月31日)

中間貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) － 1,092,844 －

普通株式に係る純資産額(千円) － 1,090,049 －

差額の主な内訳 

 新株予約権(千円)
－ 2,794 －

普通株式の発行済株式数(株) － 50,315 －

普通株式の自己株式数(株) － － －

１株当たり純資産の算定に用いられた普通株式の数

(株)
－ 50,315 －

項目
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

中間損益計算書（損益計算
書）上の中間（当期）純損
失

81,454千円 123,661千円 162,986千円

普通株主に帰属しない金額 ― ― ―

普通株式に係る中間（当
期）中間純損失

81,454千円 123,661千円 162,986千円

普通株式の期中平均株式数 49,162株 50,310株 49,707株

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

算定に含まれなかった潜在

株式の概要

(1) 新株引受権 

株主総会の特別決議日 

  平成13年６月28日 

(普通株式 285株) 

(2) 新株予約権 

株主総会の特別決議日 

 平成14年６月26日 

  (普通株式 165株) 

 平成15年３月13日 

  (普通株式 120株) 

 平成15年６月25日 

  (普通株式 45株) 

 平成16年３月16日 

  (普通株式 80株) 

 平成16年５月22日 

  (普通株式 75株) 

 平成16年６月25日 

  (普通株式 285株)

 

これらの詳細について

は、第４ 提出会社の状

況１ 株式等の状況に記

載のとおりであります。

(1) 新株予約権 

株主総会の特別決議日 

 平成14年６月26日 

  (普通株式 105株) 

 平成15年３月13日 

  (普通株式 90株) 

 平成15年６月25日 

  (普通株式 45株) 

 平成16年３月16日 

  (普通株式 80株) 

 平成16年３月16日 

  (普通株式 60株) 

 平成16年６月25日 

  (普通株式 15株) 

 平成17年６月24日 

  (普通株式 485株) 

 

 

 

これらの詳細について

は、第４ 提出会社の状

況１ 株式等の状況に記

載のとおりであります。

(1) 新株引受権 

株主総会の特別決議日 

  平成13年６月28日 

(普通株式 195株) 

(2) 新株予約権 

株主総会の特別決議日 

 平成14年６月26日 

 (普通株式 105株) 

 平成15年３月13日 

 (普通株式 120株) 

 平成15年６月25日 

  (普通株式 45株) 

 平成16年３月16日 

  (普通株式 80株) 

 平成16年３月16日 

  (普通株式 75株) 

 平成16年６月25日 

  (普通株式 15株) 

 

これらの詳細について

は、第４ 提出会社の状

況１ 株式等の状況に記

載のとおりであります。



(重要な後発事象) 

  
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

――――――――

（新株予約権付社債の第三者割当発

行） 

 平成18年11月13日開催の当社取締

役会において、株式会社JBFパートナ

ーズ（本社：東京都千代田区）が無

限責任組合員として運営管理するジ

ャパン・ブレークスルー・2004投資

事業有限責任組合（主たる事務所：

東京都千代田区）と平成18年11月30

日付で当組合を引受先とする総額10

億円の新株予約権付社債を発行する

投資契約を締結する決議を行い、契

約の締結及び当該社債の発行を実施

いたしました。

１. 第１回新株予約権付社債 

(1)募集社債の総額   300,000千円 

(2)募集社債の金額   100,000千円 

(3)発行価額 額面100円につき100 

円 

(4)利率     利息を付さない 

(5)申込期日  平成18年11月30日 

(6)払込期日  平成18年11月30日 

(7)償還期限    

 平成23年11月30日に社債額面の  

100％で償還 

(8)募集の方法  

 第三者割当の方法により全額を投

資組合に割り当てる。 

(9)物上担保・保証     なし 

(10)本新株予約権の目的となる株式

の種類及び数 

①種類      当社普通株式 

②数 （注３）  

 新株予約権の目的となる株式の数

は、社債の払込金額の総額を、新株

予約権行使時の転換価額で除して得

られる最大整数とし、１株未満の端

数が生じた場合は現金により精算 

(11)本新株予約権の総数   ３個 

(12)本新株予約権に関する事項 

①転換価額       61,800円 

②転換価額の調整   （注１） 

(13)新株予約権の行使期間  

平成19年1月1日～平成23年11月29日 

(14)行使の条件  

 新株予約権の一部行使は出来ない

ものとする。 

(15)資金使途 

 当社の中長期戦略であるネットワ

ーク化事業にかかる投資に充当 

 

２. 第２回新株予約権付社債 

(1)募集社債の総額   700,000千円 

(2)募集社債の金額   100,000千円 

（コミットメントライン契約の締

結） 

 運転資金の効率的な調達を行う目

的をもって三菱東京UFJ銀行を主幹事

とする借入コミットメント契約を締

結いたしました。 

(1)契約先     三菱東京UFJ銀行、 

                横浜銀行  

(2)締結の時期  平成18年６月28日 

(3)契約期間   

   平成18年６月28日から１年間 

(4)借入コミットメントの総額  

                    600,000千円



 
（注１）当社は、次に定めるとおり、新株予約権付社債の転換価額の調整を行う。  

① 新株予約権付社債の発行後、下記②に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、次に定める算式をもっ

て転換価額を調整する。  

  

 
  

  ② 転換価額調整式により本新株予約権付社債の転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用

時期については、次に定めるところによる。  

  

  （ⅰ） 下記③（ⅱ）に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合（ただし、下記

(ⅲ)記載の証券（権利）の取得と引換え若しくは当該証券（権利）の取得と引換えに交付される新株予約権

の行使による交付又は下記(ⅳ)記載の新株予約権の行使若しくは当該新株予約権の行使により交付される株

式の取得と引換えによる交付の場合を除く。）  

  調整後の転換価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とす

る。以下同じ。）の翌日以降、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌

日以降、これを適用する。  

  

  （ⅱ） 当社普通株式について株式分割又は株式無償割当てを行う場合  

 調整後の転換価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当てに

ついて株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、また、当社普通

株式の無償割当てについて株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がない場合には、当該割当ての

効力発生日の翌日以降、これを適用する。  

(3)発行価額  

      額面100円につき100円 

(4)利率     利息を付さない 

(5)申込期日  平成18年11月30日 

(6)払込期日  平成18年11月30日 

(7)償還期限    

  平成23年11月30日に社債額面の  

100％で償還 

(8)募集の方法  

 第三者割当の方法により全額を投

資組合に割り当てる。 

(9)物上担保・保証     なし 

(10)本新株予約権の目的となる株式

の種類及び数 

①種類        当社普通株式 

②数 （注３） 

 新株予約権の目的となる株式の数

は、社債の払込金額の総額を、新株

予約権行使時の転換価額で除して得

られる最大整数とし、１株未満の端

数が生じた場合は現金により精算 

(11)本新株予約権の総数   ７個 

(12)本新株予約権に関する事項 

①転換価額       61,800円 

②転換価額の調整   （注１） 

(13)新株予約権の行使期間  

平成20年12月1日～平成23年11月29日

(14)行使の条件  

 新株予約権の一部行使は出来ない

ものとする。 

(15)資金使途 

 当社の中長期戦略であるネットワ

ーク化事業にかかる投資に充当 

 

 

調 整 後 
転換価額 
 

＝
調整前 
転換価額 
 

×
既発行株式数＋

交付株式数×1株当たりの払込金額

時価

既発行株式数+交付株式数



  

  （ⅲ） 下記③（ⅱ）に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式、当社普通株式を交付することと引換

えに取得される株式又は取得させることができる株式若しくは当社普通株式の交付を請求することができる

新株予約権を交付することと引換えに取得される証券（権利）又は取得させることができる証券（権利）、

又は行使することにより当社普通株式若しくは当社普通株式を交付することと引換えに取得される株式又は

取得させることができる株式の交付を受けることができる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを

含む。以下同じ。）を発行する場合（無償割当ての場合を含む。）  

  調整後の転換価額は、発行される証券（権利）又は新株予約権（以下「取得請求権付証券等」という。）

の全てが当初の条件で取得又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして（当社普通株式を交付す

ることと引換えに取得される株式又は取得させることができる株式若しくは当社普通株式の交付を請求する

ことができる新株予約権を交付することと引換えに取得される証券（権利）又は取得させることができる証

券（権利）、又は当社普通株式を交付することと引換えに取得される株式又は取得させることができる株式

の交付を受けることができる新株予約権の場合、さらに当該株式又は当該新株予約権の全てが当初の条件で

取得又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして）転換価額調整式を準用して算出するものと

し、払込期日（新株予約権及び新株予約権付社債の場合は割当日）又は無償割当ての効力発生日の翌日以

降、これを適用する。  

 ただし、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用

する。  

 上記にかかわらず、取得又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付証券等が発行さ

れた時点で確定していない場合は、調整後の転換価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権

付証券等の全てが当該対価の確定時点の条件で取得又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして

（当社普通株式を交付することと引換えに取得される株式又は取得させることができる株式若しくは当社普

通株式の交付を請求することができる新株予約権を交付することと引換えに取得される証券（権利）又は取

得させることができる証券（権利）、又は当社普通株式を交付することと引換えに取得される株式又は取得

させることができる株式の交付を受けることができる新株予約権の場合、さらに当該株式又は当該新株予約

権の全てが当初の条件で取得又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして）上記①に定める転換

価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。  

  

   （ⅳ） 上記②（ⅰ）乃至（ⅲ）の各取引において、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設

定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条

件としているときには、上記②（ⅰ）乃至（ⅲ）にかかわらず、調整後の転換価額は、当該承認があった日

の翌日以降これを適用するものとする。  

  この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した新

株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。ただし、株券の交付に

ついては 下記（注２）の規定を準用する。  

  

 
     

  この場合に１株未満の端数を生じたときは、下記（注３）の規定に従って現金による精算を行う。 

  

  ③（ⅰ） 転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨て

る。 

   （ⅱ） 上記①に定める転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額を適用する日（ただし、上記

②（ⅳ）の場合は基準日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日（終値のない日数を除く。）の株式会社ジ

ャスダック証券取引所（当社普通株式の株式会社ジャスダック証券取引所への上場が廃止された上で、当社

普通株式が他の証券取引所に上場される場合には、当該他の証券取引所（当該他の証券取引所が複数の場合

には、当社普通株式の普通取引の出来高等を考慮して、当社が最も合理的に適切と判断し、本新株予約権付

社債の社債権者の同意を得た証券取引所））における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値とす

る。  

  この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。  

  

   （ⅲ） 上記①に定める転換価額調整式で使用する既発行株式数は、基準日がある場合はその日、又、基準

日がない場合は、調整後の転換価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当

該日における当社の有する当社普通株式数を控除した数とする。又、上記②（ⅱ）の株式分割の場合には、

転換価額調整式で使用する交付株式数は、株式分割のための基準日における当社の有する当社普通株式に割

当てられる当社普通株式数を含まないものとする。 

  

  ④ 上記②の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、合理的に必要な転

   株式数 ＝
（調整前転換価額－調整後転換価額）×調整前転換価額により当該期間内に交付された株式数

調整後転換価額



換価額の調整を行う。 

   （ⅰ） 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割又は当社を完全親会社と

する株式交換のために転換価額の調整を必要とするとき。 

   （ⅱ） その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要と

するとき。 

   （ⅲ） 転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出

に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 

（注２）株券の交付方法  

当社は、行使の効力発生後すみやかに株券を交付する。  

  

（注３）（注１）②（ⅳ）に定める1株未満の端数が生じた場合は、調整前転換価額から調整後転換価額を減じた額に

調整前転換価額により同（ⅳ）に定める期間内に交付された株式数を乗じた額から同（ⅳ）の規定に従い交

付する株式数に調整後転換価額を乗じた額を差し引いた額を、行使請求する本新株予約権に係る本社債の償

還金として、追加で支払う。 

  



(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

  



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

 
  

 
  

 
  

 
  

(1)有価証券報告書及
びその添付書類

事業年度 
(第17期)

自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日

平成18年６月30日 
関東財務局長に提出。

(2)有価証券報告書の
訂正報告書

訂正報告書
上記(1)の有価証券報告
書の訂正報告書

平成18年7月24日 
関東財務局長に提出。

(3)有価証券届出書 
及びその添付書類

 第三者割当による新株予約権付社債の発
 行

平成18年11月13日 
関東財務局長に提出。

(4)有価証券届出書の
訂正届出書

訂正届出書
上記(3)の有価証券届出
書の訂正届出書

平成18年11月14日 
関東財務局長に提出。



該当事項はありません。 

  

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

 

アビックス株式会社 

 
  

 

  
 

  
 

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ているアビックス株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第17期事業年度の中間会計期間

(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益

計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営

者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、アビックス株式会社の平成17年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間

会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する

有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 
  

 

  

平成17年12月9日

取締役会 御中

監査法人 トーマツ

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  浅  枝  芳  隆  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  望  月  明  美  ㊞

(注) 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)

が別途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

 

アビックス株式会社 

 
  

 

  
 

  
 

  

  

当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れているアビックス株式会社の平成18年4月1日から平成19年3月31日までの第18期事業年度の中間会計期間

（平成18年4月1日から平成18年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益

計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中

間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表

明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、アビックス株式会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間

会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する

有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成18年11月30日に株式会社ＪＢＥパートナーズが無

限責任組合員として運営管理するジャパン・ブレークスルー・2004投資事業有限責任組合に対し、新株予約

権付社債の発行を実施している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 
  

 

  

平成18年12月15日

取締役会 御中

監査法人 トーマツ

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  浅  枝  芳  隆  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  望  月  明  美  ㊞

(注) 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)

が別途保管しております。
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