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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 当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度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 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額は、新株予約権等の権利が存在しますが、第16期までは非上場か

つ非登録であり、期中平均株価が把握できないため、また第17期及び18期は１株当たり当期純損失であるた
め記載しておりません。 

５ 第16期までの株価収益率については、当社株式は非上場・非登録でありましたので記載しておりません。な
お、当社株式は平成17年４月21日をもってジャスダック証券取引所に上場しております。 

６ 従業員数は、就業人員数を表示しております。 
７ 平成16年３月19日付で普通株式１株につき３株、平成17年９月15日付で普通株式１株につき５株の割合で株

式を分割をいたしました。 

８ 純資産額の算定に当たり、第18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14期 第15期 第16期 第17期 第18期

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月

売上高 (千円) 1,637,630 3,935,298 2,789,882 2,788,478 2,025,115

経常利益又は経常損失(△) (千円) 38,678 244,641 202,955 △114,949 △369,485

当期純利益又は当期純損失
(△)

(千円) 10,656 128,651 123,329 △162,986 △571,851

持分法を適用した 
場合の投資利益

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) 343,600 360,100 360,100 521,775 522,975

発行済株式総数 (株) 2,754 8,757 8,757 50,285 50,315

純資産額 (千円) 660,916 824,567 948,158 1,211,311 648,918

総資産額 (千円) 2,489,084 2,923,711 4,309,033 4,415,920 3,924,562

１株当たり純資産額 (円) 239,984.14 94,160.94 108,274.38 24,088.91 12,756.82

１株当たり配当額 
(１株当たり中間配当額)

(円)
― 

(―)
―

(―)
1,000
(―)

― 
(―)

―
(―)

１株当たり当期純利益又は
当期純損失（△）

(円) 6,676.89 15,455.54 14,083.51 △3,278.93 △11,365.88

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 26.6 28.2 22.0 27.4 16.4

自己資本利益率 (％) 2.1 17.3 13.9 △15.1 △61.7

株価収益率 (倍) ― ― ― △26.8 △2.7

配当性向 (％) ― ― 7.10 ― ―

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △648,781 1,032,048 △1,429,286 △348,137 142,978

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △60,179 △307,366 
 

△191,264 131,125 13,891

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 532,918 57,639 808,522 438,955 347,800

現金及び現金同等物 
の期末残高

(千円) 761,691 1,544,012 731,983 953,926 1,458,596

従業員数 (名) 19 26 31 42 41



２ 【沿革】 

 

平成元年４月 デジタル映像の研究開発を目的として、愛知県一宮市にアビックス株式会社を設立

平成元年７月 名古屋デザイン博覧会場外施設（名古屋交通局トンネル内）に「タイムスリット」(通
過型表示装置)を実験設置

平成２年２月 本社を神奈川県逗子市へ移転

平成２年６月
西日本地区の営業力強化のため、愛知県名古屋市中村区にアビックス販売株式会社を設
立

平成４年６月 「ウェーブライター」(手振り型表示装置)にて第９回全国警察装備資機材開発改善コン
クール規定課題部門銀賞受賞

平成５年３月 アビックス販売株式会社を吸収合併

平成５年12月 「ミラクルスリット」(視点移動型表示装置)を開発

平成６年１月 本社を神奈川県横浜市金沢区へ移転

平成６年８月 「Jリーグサポーターズライト」(サッカー応援用LED表示器具)を販売開始

平成７年３月 「ポールビジョン」(映像移動型表示装置)を開発

平成７年12月 通産省特定新規事業の認定を受ける

平成９年３月 「ポールビジョン大型」・「クールビジョン」(青色ポールビジョン)を開発

平成10年12月 フルカラー表示装置「サイバービジョン」を開発

平成11年７月 「ポールビジョンパレットEX」(ポールビジョン小型マルチカラータイプ)を販売 
開始

平成11年７月 「A-Line(エーライン)」(LEDイルミネーションシステム)を開発

平成11年11月 渋谷QFRONTに「サイバービジョン」(名称「Q'sEYE」)を設置

平成11年11月 「ポールビジョン」にて第16回全国警察装備資機材開発改善コンクール長官賞受賞

平成12年６月 トヨタ自動車ディーラー店舗に「サイバービジョン」(名称「IT Board」)を設置

平成13年６月 分散オブジェクト技術(Java、HORB等のネットワーク上の分散配置を前提としたアプリ
ケーションソフトウェア)を用いたトヨタ自動車向け映像配信システムを開発・納入

平成13年７月 ランキンランキン(ranKingranQueen)渋谷店に「室内型サイバービジョン」を設置

平成13年12月 パチンコホール向け「バナービジョン(サイバービジョンの横長タイプ)」を設置

平成14年９月 大手鉄道会社全16駅のホームに電光掲示器111台を設置

平成14年12月 大手鉄道会社の横浜駅に乗車口案内58台、東京駅に発車標１台を設置

平成15年10月
大手鉄道会社主要６駅（東京、名古屋、新大阪他３駅）に電光掲示器６台、乗車口案内
754台、発車標70台を設置

平成16年３月 社団法人ニュービジネス協議会主催、第14回ニュービジネス大賞最優秀賞受賞

平成16年６月 映像コンテンツ配信サービスとして「D-Load」の運営開始

平成16年６月 ロシア向けにポールビジョン大型のためのモジュールを販売、初の海外実績となる

平成17年４月 株式会社ジャスダック証券取引所に株式を上場

平成18年１月 本社を現在地（神奈川県横浜市西区）へ移転

平成18年１月
株式会社ユー・エス・エスの運営する中古車オークション会場に「室内型サイバービジ
ョン」（130インチ６面、110インチ６面 計 12面）を設置

平成18年10月 株式会社オプトと日本初の映像看板を利用したアフィリエイト広告事業を開発



３ 【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)です。主たる業

務は、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LED表示機向けの各種コンテンツの制作・

供給を行う映像コンテンツ事業の他、メンテナンス事業、およびレンタル事業を含めた「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(ハードウェア)を投入してきまし

たが、製品の位置付けを、従来の表示機の市場である競技場・野球場・競馬場・競艇場などの大型テレビ市

場等ではなく、あえてユーザーの自社「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」とは、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「デジタルプ

ロモーションシステム(DPS：Digital Promotion System＝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

達成することを目的としたシステム)」を実現するものです。 

当社は新たな広告媒体として「映像看板」を提案し、自社製のハードウェアと映像コンテンツ等のサービ

スを提供してまいりましたが、「販売促進のためのソリューション」として、特にパチンコホールではここ

１、２年で早期に普及し定着いたしており、その動きは他の業態に急速に広がりつつあります。  

  

「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、特に鉄道分野の表示機について、既存メーカーとの業務提携を視野に入れながら事業を

進めております。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、海外のLEDシステムメーカーに

対してモジュール(構成部材)として販売しております。 

  

「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、低価格で高品質のコンテンツ提供に努めており、映像年間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新規事業として「デジタルビルボードネットワーク事業（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とともに、モバイルとの連動を実現させ、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ことで、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。 

本格的な事業展開はこれからになりますが、当期よりネットワーク化の一歩となるサービス提供に着手し

ております。 

  

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は、映像コンテンツ、メンテナン

ス等の運営事業、およびDBN事業における用途面での開発も視野に入れた活動を行っております。また、逆

に運営事業、DBN事業においては、情報機器事業での製品開発に活かせるようマーケットニーズのフィード

バックを行っており、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目指しております。  

  

  

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



 

  

４ 【関係会社の状況】 

当社は関係会社を有していないため、該当事項はありません。 

  

５ 【従業員の状況】 

(1) 提出会社の状況 

平成19年３月31日現在 

 
(注) １ 従業員数は、契約社員１名および他社から当社への出向者を含む就業人員であります。 

２ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

  

(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) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円)

41 34.5 2.7 5,694,376



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(１) 業績 

 当期におけるわが国の経済は、堅調な企業業績に支えられて景気は回復基調を継続し、当社の主力

商品である映像看板と関連の深い広告費は引続き増加傾向にあります。但し、2006年度の広告費は全体

で前年比100.6％ながら、媒体別に見ると、新聞、雑誌、ラジオ、テレビのマスコミ四媒体は前年比1.2

～3.8％の減少、逆にインターネット広告費は同29.3％の増加という結果となっています（以上、「電

通」調べ）。 

このような環境の中で、当社はＯＯＨ（アウトオブホーム）の時代における有効な販促手段である映

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。 

映像コンテンツ事業は、顧客が映像看板を使用している間、安定収入として計上されます。当期はこ

の映像コンテンツ事業の売上を大幅に引き上げることができ、当社の安定した収益基盤として確立でき

たといった成果がありました。 

 しかしながら、売上高の過半を占める情報機器事業において、期初に見込んでいた大型案件の延期、

中止等があり、それが当期の経営成績に大きな影響を与える結果となりました。 

 当期の販売費及び一般管理費においては、役員報酬のカット、在庫保管場所の集約化による物流の合

理化、エリア制の徹底による営業活動の効率化等を進めました。その結果、人件費は388,689千円と前

期と比べ30,760千円減少（7.3％減）、その他経費は640,384千円と前期と比べ3,371千円増加（0.5％

増）となりました。その他経費の増加は、研究開発費や販売手数料の増加等によるものです。  

 期末棚卸資産について資産健全化の観点から必要な評価損を計上したこと（陳腐化等により使用可能

性が低い又は不具合が発生する可能性のある製品・部材の評価損の合計63,081千円）等により、総額

95,345千円の特別損失を計上いたしました。  

 この結果、当期における当社の売上高は2,025,115千円（前期比27.4%減）、営業損失は325,881千円

（前期は営業損失38,035千円）、経常損失は369,485千円（前期は経常損失114,949千円）、当期純損失

は571,851千円（前期は当期純損失162,986千円）となりました  

事業別の業績は、以下のとおりであります。 

① 情報機器事業 

当事業におきまして、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

が定着してきたことで、市場規模の拡大とともに競合他社の参入があり、他社との競争の激化が続いて

います。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、特に当期は

屋外看板のみならずホール内の室内モデルやＦＰＤ（フラットパネルディスプレイ）導入で実績をあげ

ることができ、営業基盤としての拡充を図ることができました。  

 また、パチンコホール以外では、大手商業ビルやシネコン等で映像看板の導入があったほか、従来の

自社敷地や自社建物に映像看板を設置するのではなく、看板の立地として最適な場所に賃借により映像

看板を設置するケースなど、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、一般案件の中で当初見込んでいた大型案件の延期・中止等があり、期初計画に比べて

未達の結果となりました。  

 その結果、当事業の売上高は1,712,105千円と前期と比べ560,390千円減(24.7%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、期初に見込



んでいた案件の延期により、売上高は22,639千円と、前期と比べ236,908千円減(91.3%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、当社が制作した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。映像

年間契約は、顧客が映像看板を使用している間、安定収入として計上されるものです。当社において

は、情報機器の普及に伴い安定した収益基盤となります。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、当社の最も重要な事業として育っております。当期のコンテン

ツ収入は、売上高158,338千円と前期と比べ51,600千円増(48.3%増)となりました。  

 また、既に設置されている映像看板を活用させて頂き、第三者広告を放映するというアフィリエイト

方式の広告手法を株式会社オプト（ＪＡＳＤＡＱ：2389）と提携し、開発いたしました。今後は、この

ような第三者広告による収益が、広告媒体事業の一環として計上される見込みです。  

 当事業において、販売したハードウエアをベースに計上されるコンテンツ・広告収入などは、安定し

ており、かつ年々積み重なるシステムとなります。ハードのみならず、その上で形成されるソフト事業

にて収益を計上する当社本来のビジネスモデルが確立されつつあります。  

 以上より、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290,370千円と前期と比べ33,935千円増(13.2%増)となりました。  

(２) キャッシュ・フローの状況 

当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期末残高は1,458,596千円で前期末と比べて504,669千円増加いたしました。

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。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

税引前当期純損失463,792千円を計上したものの、棚卸資産の減少（497,846千円）等により、

142,978千円（前期は△348,137千円）となりました。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

定期預金の預入による支出32,007千円等があったものの、有価証券の償還による収入60,000千円等が

あったことから、13,891千円（前期は131,125千円）となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

長期借入金の返済459,030千円、社債償還212,500千円等の支出があったものの、無担保転換社債型新

株予約権付社債の発行による収入999,860千円があったため、347,800千円（前期は438,955千円）とな

りました。  

  



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。 

  

(３) 販売実績 

  

 
(注) １ 金額には消費税等は含まれておりません。 

２ 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 

  

区分

第18期
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

生産高(千円) 前年同期比(％)

ポールビジョン大型 48,824 59.4

サイバービジョン(屋外) 874,735 58.3

サイバービジョン(室内) 25,101 18.7

A-Line 24,848 186.16

ポールビジョン小型 453 13.4

その他情報機器 1,894 10.4

合計 975,858 55.7

区分

第18期
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

販売高(千円) 前年同期比(％)

(情報機器事業収入) 1,712,105 75.3

ポールビジョン大型 44,600 48.4

サイバービジョン(屋外) 1,400,766 74.5

サイバービジョン(室内) 50,752 24.4

A-Line 51,841 150.5

ポールビジョン小型 60,009 29,855.2

その他情報機器収入 104,136 179.0

(コンポーネント事業収入) 22,639 8.7

(運営事業収入) 290,370 113.2

コンテンツ収入 158,338 148.3

メンテナンス収入 65,302 76.9

レンタル収入 37,196 114.5

広告媒体収入 29,532 793.6

合計 2,025,115 72.6



 
  

相手先

第17期
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日

第18期 
自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％)

松下電工株式会社 340,000 12.2 ― ―

 株式会社マルハン 106,829 3.8 316,606 15.6



３ 【対処すべき課題】 

当社は成長軌道を維持しつつ、特定の対象マーケットに依存することなく、大型プロジェクトによる受

注変動にも耐え、継続的な利益を得られるような経営体質の強化・確立を急いでおり、そのために当社が

対処すべき課題は次のとおりであります。 

  

（１） 市場の創造と事業領域の拡大 

既に映像看板が一般的になっているパチンコホールについては、引続きパチンコホールとの関係強化を

図り、室内表示機や映像コンテンツも含めた総合営業を展開していきます。  

 同時に、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対し、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、今後本格的な営業展開を図っていく予定です。  

 当社ではこうした事業の延長線上にネットワーク化事業を捉えており、情報のデジタル化、ネットワー

ク化の流れの中で主要なプレーヤーとしての位置を確保したいと考えています。  

  

（２） 生産体制の見直し  

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・品質管理機能をより強化するとともに、完全なＥＭＳ化に向

けた検討を開始しており、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。  

  

（３） 在庫管理の厳格化 

当社製品については、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、電子部品等の原材料

は入荷までリードタイムを要すること、パチンコホール中心に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（ＬＥＤモジュール等製品及び原材料）を持つ必要があります。  

 当社では、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、社内ルールに基づいた適切

な生産計画に沿って生産を行っており、その結果、18年3月末における在庫水準2,022,739千円は、当期末

では1,410,663千円まで減少いたしました。  

 当社の製品在庫の大半はＬＥＤモジュールで汎用性が認められますが、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、在庫水準のさらなる見直しと資産効率の改

善を図る予定です。 

  

（４）低コスト体質の構築  

安定的に利益を計上できる低コスト体質を構築するため、継続して販売費及び一般管理費の見直しを行

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、当期は前期比

で27,388千円減少する結果となりました。効率的な経営資源の配分を行いながら、一段の経費圧縮に取り

組みます。 

  

（５）自己資本の増強 

当期において467,522千円の借方残の繰越利益剰余金を計上したことで、当社の純資産は648,918千円

（前期比46.4％減）に減少、自己資本比率は16.4％（前期比11.0％低下）となりました。当社が今後映像

看板のネットワーク化事業を本格展開していくためには、当社の財務基盤を強化し経営の安定を維持する

必要があるため、当社は平成18年11月30日付で株式会社ＪＢＦ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て総額10億円の無担保転換社債

型新株予約権付社債（期間５年、利息を付さない）を発行いたしました。当期末においては社債ながら、

今後株式への転換が見込まれるため、自己資本の増強が図られる見通しです。 

  

４ 【事業等のリスク】 

文中における将来に関する事項は、当事業年度において当社が判断したものであります。 

（１） ファブレス型の企業であることについて 

当社は製品の開発、設計、品質管理に経営資源を集中し、製造については全てを国内メーカーに製造委

託するファブレス型（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）のビジネスモデル

を採用することにより、外部環境の変化、技術革新等への機敏な対応をとれる態勢を取っています。しか

し、製造委託先の経営悪化、供給能力ダウン、品質問題の発生、及び受注に見合った外注先を十分に確保

できないこと等が発生した場合には、当社の製品委託製造に支障が発生し、当社の製品出荷の遅延や、製

品コスト高となる可能性があります。 

  

（２） 技術革新による影響について 

当社の主力製品に使用しているLED関連の製品については、日々新しい技術開発が進められており、こ

の技術革新に応じて業界における利用者のニーズも急速に変化しております。当社においては、ファブレ

ス型のビジネスモデルを採用していることにより、このリスクは極小化されていると判断しております

が、新技術等への対応が遅れた場合には、当社の有する技術・サービスの陳腐化、業界における競争力低

下を招く可能性があります。  

  

（３） 競合について 

当社のパチンコホール向けのサイバービジョンについては、現在他社のLED表示機と競合が発生してお

ります。当社においては、残像技術を駆使した高いコストパフォーマンスに加えて、これまで蓄積してき

た設置・導入・運用のノウハウにより競合他社との差別化を図っておりますが、新規参入等を含めた他社

との競合がさらに激化する場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。  

  

（４） 業績の季節変動について 

当社の平成17年３月期、平成18年３月期および平成19年３月期における上半期、下半期の経営成績は下

表のようになっております。 

当社の主力製品の主たる販売先であるパチンコホールにおいて、その新規開店又は改装が年末に向けて

集中する傾向があるために、下半期の売上高は上半期を上回る傾向があります。  

 なお、当社では、鉄道業界、自動車ディーラー、チェーン展開している飲食・小売店舗等、パチンコホ

ール以外の販売先開拓に努力しており、成果が徐々に出てきていることから下半期への業績の依存度は今

後低下することが見込まれますが、平成20年３月期については小型電子看板の投入が上半期の途中からと

なるため、業績の下期偏重の傾向は残るものと予想しております。  

  



（単位：千円） 

 
  

項目
平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期

上半期 下半期 上半期 下半期 上半期 下半期

売上高 1,368,479 1,421,402 1,261,538 1,526,940 870,161 1,154,954

営業利益又は

営業損失(△)
97,952 147,841 △50,066 12,031 △176,914 △148,967

経常利益又は

経常損失(△)
79,895 123,060 △126,241 11,292 △204,148 △165,337



（５） 有利子負債依存度について 

当社が独自の製品を新たに開発し販売するためには、その研究開発のための費用及び開発した製品を外

部に製造委託し、在庫として保有するための資金を要します。当社はこれらを主に銀行からの借入金、社

債の発行によってきており、下表のとおり総資産に占める有利子負債の比率が相応に高い水準にあるた

め、金利変動が業績に影響を与える可能性があります。但し、有利子負債に係る資金調達は固定金利であ

り、また当期末で現金預金残高1,508,607千円を有しているため、影響は軽微と考えられます。 

（単位：千円） 

 
（注）第18期の有利子負債には、無担保転換社債型新株予約権付社債1,000,000千円は無利子であるため含めており

ません。 

（６） 法的規制について 

当社の主力製品であるポールビジョン大型及びサイバービジョンにつきましては、その屋外での設置の

際には、各都道府県の屋外広告物条例の規制を受けます。また、サイバービジョンを使用して屋外広告業

を運営する場合には、各都道府県知事への届出が必要となります。そのため、これらの法的規制の変更が

あった場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

（７） 特定の人物への依存度について 

代表取締役会長兼社長である時本豊太郎及び取締役（前代表取締役社長、現営業本部長）である熊﨑友

久は、当社の経営戦略の決定や大口顧客との営業推進において大きな影響力を有しております。  

 このため当社では両名に過度に依存しない体制を構築すべく、経営組織の強化を図っておりますが、両

名が何らかの理由により当社の業務を継続することが困難になった場合には、当社の経営に重大な影響を

及ぼす可能性があります。 

  

（８） 小規模組織について 

平成19年3月末における当社組織は、取締役4名、監査役３名、従業員41名、派遣社員6名の規模で、効

率経営を行っております。今後の事業拡大に伴い、人員の増強と内部管理体制の一層の充実を図る方針で

すが、適切な人材の確保及び管理体制の強化が順調に進まなかった場合、組織効率が低下し、業務に支障

をきたす恐れがあります。  

  

５ 【経営上の重要な契約等】 

該当事項はありません。 

  

回次 第14期 第15期 第16期 第17期 第18期

決算年月
平成15年

３月期

平成16年

３月期

平成17年

３月期

平成18年 

３月期

平成19年 

３月期

総資産額 2,489,084 2,923,711 4,309,033 4,415,920 3,924,562

有利子負債額 1,448,242 1,476,803 2,302,017 2,358,414 1,706,884

有利子負債依存度 58.18% 50.51% 53.42% 53.41% 43.49%



６ 【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、営業部門が顧客のニーズを把握した上で、そのニーズ

の実現のための総合的な開発を得意としています。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のことも考え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進めていきます。  

 さらに本格的にデジタルサイネージの普及拡大が推測される情勢の中、「通信ネットワーク」を重視し

た商品作りを強く意識し、キャリア、機器、通信情報管理などに携わる多くの企業との協業も進めていこ

うと考えています。  

 なお、当期の研究開発費は、74,004千円であります。  

  

１．研究開発用設備の導入 

（１）試験設備 

厳しい環境で使用されることの多いLED表示機であるため、環境試験は十分に行われなければなりま

せん。引き続き、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導入とのバランスを取りながら効率的、経済的に進めます。  

 また、LED単体の品質評価だけでなく、表示機として組立てた後での品質、とくに色や輝度の表示面

内バラツキに対し品質基準を設け管理評価を行い、品質の安定向上に努めています。 

（２）CADとCIE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

計部門では、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めざし、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おり、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応用技術 

LEDを効果的に使ったLCD用高輝度バックライトユニットや特殊照明、イルミネーションに応用で 

きるLED点灯制御技術の開発を進めております。 



  

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） 

デジタルサイネージ時代の本格的到来に伴い、LED表示機もメディアとしての本格的役割を果たす必

要があります。当社では通信ネットワークとの親和性の高い表示機を目指し、表示機に使用されるVP自

身に、様々な通信インフラに対応できる通信モジュールを内蔵させ、製品の差別化を行っています。 

（２）LEDモジュールラインナップ 

単体での独立防水構造を採っている当社のLEDモジュールですが、今期はラインナップ拡充とコスト

ダウンも考慮した構造設計見直しを図ろうと考えています。今までもLEDの輝度、色度補正の実施によ

り表示面の均一化を図ってきましたが、さらに表示面品質の向上を図るため、配光特性や経年変化など

多方面からの品質管理を行っていきます。 

（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．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

に斬新に開発製作しています。 

（２）多メディア運営コントロールソフト 

表示機ロケーションも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も開発を開始し

ております。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）システムを構築しデジタルサイネージ用ツー

ルとして発展させていく予定です。 

  

７ 【財政状態及び経営成績の分析】 

文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において当社が判断したものでありま

す。 

当期の財政状態の分析は、以下のとおりです。 

  

（１）財政状態の分析 

① 流動資産 

当期末における流動資産の残高は、3,532,891千円(前期比470,788千円減)となりました。残高の減少



は、売掛金の減少（前期比379,249千円減）、有価証券の減少（前期比159,969千円減）、棚卸資産の減

少(前期比612,076千円減)等によるものです。主な要因は、売掛金は大口債権の回収等、有価証券はＣＰ

と金融債の資金化、棚卸資産は在庫管理の徹底により生産を抑制したことによるものです。  

② 固定資産 

当期末における固定資産の残高は、391,670千円(前期比20,569千円減)となりました。残高の減少は、

破産更生債権の減少（前期比37,893千円減）、繰延税金資産の減少（前期比48,276千円減）等によるもの

です。破産更生債権の減少は、韓国地下鉄案件の回収を行ったことによるもので、繰延税金資産の減少は

当期経営成績を踏まえた税効果会計の見直しにより一部取崩しを行ったことによるものです。 

③ 流動負債 

当期末における流動負債の残高は、1,158,311千円(前期比342,012千円減)となりました。残高の減少

は、支払手形の減少(前期比351,480千円減)、及び１年以内返済長期借入金の減少（前期比124,848千円

減)等によるものです。  

④ 固定負債 

当期末における固定負債の残高は、2,117,333千円(前期比413,047千円増)となりました。その主な要因

は、株式会社ＪＢＦ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て総額1,000,000千円の無担保転換社債型新株予約権付社債を発行したこと

によるものです。  

 なお、当該社債の発行による資金調達に伴い、平成18年６月に設定した、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総額600,000千円は、平成18年12月に解約いたしております。  

⑤ 純資産 

当期末における純資産の残高は、648,918千円(前期比562,392千円減)となりました。自己資本比率は

16.4％となっております。その主な要因は、前年度に引続いて当期純損失（571,851千円）を計上したこ

とによるものです。 

  

（２） キャッシュ・フローの分析 

当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期末残高は1,458,596千円で前期末と比べて504,669千円増加いたしました。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 

税引前当期純損失463,792千円を計上したものの、棚卸資産の減少（497,846千円）等により、142,978

千円（前期は△348,137千円）となりました。 

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

定期預金の預入による支出32,007千円等があったものの、有価証券の償還による収入60,000千円等があ

ったことから、13,891千円（前期は131,125千円）となりました。  

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

長期借入金の返済459,030千円、社債償還212,500千円等の支出があったものの、無担保転換社債型新株

予約権付社債の発行による収入999,860千円があったため、347,800千円（前期は438,955千円）となりま

した。  

  

 （３）経営成績の分析 

当期における売上高は、2,025,115千円（前年同期比27.4％減）、営業損失は325,881千円（前年同期

は営業損失38,035千円）、経常損失は369,485千円（前年同期は経常損失114,949千円）、当期純損失は



571,851千円（前年同期は当期純損失162,986千円）です。 

  

① 売上高 

当期の売上高は、情報機器事業収入とコンポーネント事業収入が減少したため、前年同期比763,363

千円の減収となりました。  

 情報機器事業においては、パチンコホール向けはほぼ横ばいながら、他業種での売上が低調だったた

め、売上高は、1,712,105千円と前年同期比75.3%となりました。同様にコンポーネント事業も期初に見

込んでいた鉄道分野等で売上が伸びず、売上高は22,639千円と前年同期比8.7％となりました。  

 しかしながら、ハードウェアをベースに計上されるソフト収入である運営事業については、コンテン

ツ収入(売上高158,338千円、前年同期比148.3%)、広告媒体収入(売上高29,532千円、前年同期比

793.6％)が伸張し、増収を達成いたしました。  

 事業別、製品群別の内訳につきましては、次のとおりです。 

 
  

[情報機器事業収入] 

（ポールビジョン大型） 

ポールビジョン大型の売上高は、パチンコホールを主体として、44,600千円（前年同期比48.4％）と

なりました。  

 ポールビジョン大型は、特許に守られた当社独自の製品であり、競合他社への対抗策としても、他製

品との組み合わせ等により引続き販売に注力する予定です。  

（サイバービジョン屋外） 

サイバービジョン(屋外)の売上高は、1,400,766千円（前年同期比74.5％）となりました。  

サイバービジョン(屋外)については、大手パチンコホールを中心に、新装・改装の際の店舗の販売促進

区分

第17期
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

第18期
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 前年同期比(％)

売上高(千円) 売上高(千円)

(情報機器事業収入) 2,272,495 1,712,105 75.3

ポールビジョン大型 92,098 44,600 48.4

サイバービジョン(屋外) 1,879,828 1,400,766 74.5

サイバービジョン(室内) 207,735 50,752 24.4

A-Line 34,457 51,841 150.5

ポールビジョン小型 201 60,009 29,855.2

その他情報機器収入 58,175 104,136 179.0

(コンポーネント事業収入) 259,547 22,639 8.7

(運営事業収入) 256,435 290,370 113.2

コンテンツ収入 106,737 158,338 148.3

メンテナンス収入 84,917 65,302 76.9

レンタル収入 32,487 37,196 114.5

広告媒体収入 3,721 29,532 793.6

その他 28,571 ― ―

合計 2,788,478 2,025,115 72.6



ツール＝「映像看板」として安定した売上を維持できたものの、他業種で案件の延期や失注があっ

て売上が伸びず、減収となりました。  

  （サイバービジョン室内） 

サイバービジョン（室内）の売上高は、パチンコホールでの導入が進んだものの、その他業種で受注

まで至らず、50,752千円（前年同期比24.4％）となりました。 

（A-Line） 

A-Lineの売上高は、51,841千円（前年同期比150.5％）となりました。製品の評価は引続き高く、表

現力の美しさ、省電力、メンテナンス性の良さといった導入効果を実感した既存ユーザーからのリピー

トオーダーが継続して入ってきております。パチンコホールで、ポールビジョン大型あるいはサイバー

ビジョンとのセットで設置導入するケースも多く、今後とも安定した販売を見込んでおります。 

[コンポーネント事業] 

 前期においては、パリのショールームや韓国地下鉄の案件があったものの、当期においては、期初に

見込んでいた鉄道分野等で売上が伸びず、売上高は22,639千円（前年同期比8.7％）となりました。 

[運営事業収入] 

（コンテンツ収入） 

コンテンツ収入は、収益が累積的に増加している成長分野です。ハードウェアの設置件数の増大と

ともに、ユーザーのニーズに合致した質の高いコンテンツを制作し提供することで、契約件数は順調

に増加しております。当期においては、売上高158,338千円（前年同期比148.3%)と大幅な増収を達

成、今後も安定的に売上を伸ばせるとものと予想しております。 

（メンテナンス収入） 

メンテナンス収入は、主としてスポットメンテナンス対応により、65,302千円（前年同期比

76.9％）となっております。前年同期と比較して減収ながら、ハードウェアの設置拡大に伴い映像コ

ンテンツ供給と同様にメンテナンス対応の増加が見込まれ、安定的な収益源となっています。 

（レンタル収入） 

サイバービジョンやポールビジョンのレンタル収入は、37,196千円（前年同期比114.5％）となりま

した。ハードウェアの売り切りだけでなく、レンタル資産として安定収入を得ることも営業戦略とし

て推進していく予定です。 

（広告媒体収入） 

当社が販売設置した表示機を媒体とした広告代理店収入であり、ネットワーク化事業の一環として推

進しております。当期は29,532千円（前年同期比793.6％）と増収を達成、事業の拡大を着実に進めて

おります。 

  

② 売上原価 

 当期の売上原価は、1,321,922千円(前年同期比25.3％減)となりました。  

 売上総利益率については、粗利益率の高い運営事業収入が増加したものの、情報機器事業で競合激化

が続いていることから、売上総利益率は1.8％減となりました。  

③ 販売費及び一般管理費 

当期の販売費及び一般管理費は、広告宣伝費、支払地代家賃、研究開発費が増加したものの、人件

費、旅費交通費、荷造運賃、通信費、交際費、消耗品費等が減少し、1,029,074千円(前年同期比2.6％

減)となりました。 

④ 営業損益 

以上のとおり、情報機器事業、コンポーネント事業の減収が影響し、営業損失325,881千円（前年同



期は営業損失38,035千円）となりました。 

⑤ 営業外収益、営業外費用 

当期の営業外収益は、1,988千円(前年同期比90.6％減)となりました。これは、前年同期に計上した

投資有価証券売却益と保険解約返戻金がなかったことにより減少したものです。また、当期の営業外

費用も、前年同期に計上した新株発行費、上場関連費用がなかったこと等により減少し、45,592千円

（前年同期比53.5％減)となりました。なお、借入金の返済を進めたことにより、当期の支払利息は

21,339千円（前年同期比23.1％減)に減少しております。 

⑥ 経常損益 

以上により、当期の経常損失は369,485千円(前年同期は経常損失114,949千円)となりました。 

⑦ 特別損益 

当期の特別利益は、貸倒引当金戻入益、新株予約権戻入益により1,037千円（前年同期比52.7％増）

となりました。また、当期の特別損失は、当社表示機の設置件数拡大に伴い一定額の修理費を引当て

たこと（製品保証引当金繰入11,220千円）、一部固定資産で減損損失を計上したこと（4,074千円）、

設置済タイムスリット等の解体撤去費用を計上したこと（9,694千円）、期末棚卸資産について資産の

健全性確保の観点から必要な評価損を計上したこと（63,081千円）等により、総額95,345千円（前年

同期比34.2％減）となりました。 

⑧ 税引前当期純損益 

以上により、当期の税引前当期純損失は、463,792千円(前年同期は税引前当期純損失259,265千円)

となりました。 

⑨ 当期純損益 

税効果会計によって計上していた繰延税金資産の取崩し等により、当期純損失は571,851千円（前年

同期は当期純損失162,986千円）となりました。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【設備投資等の概要】 

当社では急速な技術革新や販売競争の激化に対処するため、情報機器事業を中心に19,929千円の設備投

資を行いました。主な投資として、金型等の生産設備の合理化投資に9,450千円のほか、エージング、色

むら検査設備費用のコストダウン投資として4,342千円の設備投資を実施いたしました。 

 なお、当期において重要な設備の除却、売却等はありません。 

  

２ 【主要な設備の状況】 

平成19年３月31日現在 

 
(注) １ 本社事務所の建物は賃借により使用しており、年間賃借料は 41,279千円であります。 

２ Q.C．Lab.の試作・検査場は賃借により使用しており、年間賃借料は 9,814千円であります。 

３ 現在休止中の主要な設備はありません。 

４ 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

５ 上記の他、リース契約による主要な設備として、以下のものがあります。 

  

 
  

３ 【設備の新設、除却等の計画】 

 (1)重要な設備の除却等 

 
  

  

事業所名 
(所在地)

設備の内容 帳簿価額(千円)
従業員数 
(名)

本社
(横浜市西区)

工具器具備品 23,527 41

Q.C．Lab.
（横浜市金沢区）

建物附属設備、工具器具
備品

26,368 ―

名称 数量 リース期間
年間リース料
（千円）

リース契約残高 
（千円）

備考

事務設備 １式 ５年 3,360 16,239
所有権移転外 
ファイナンスリー
ス

事務用機器 １式 ５～10年 844 3,019 同上

サイバービジョンデモ機 １式 ５～６年 14,421 52,175 同上

タイムスリット １式 ５年 11,517 2,859 同上

車両運搬具 １式 １～３年 775 1,126
オペレーティング
リース

事業所名 
(所在地)

設備の内容 除却等予定価額(千円) 除却等予定年月

本社 
（横浜市西区）

工具器具備品、ソフトウ
ェア売却

3,182  平成19年5月

Q.C．Lab.
（横浜市金沢区）

建物附属設備、工具器具
備品除却

1,455  平成19年5月

羽田空港 
（東京都大田区）

工具器具備品除却 937  平成19年6月



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）１ 提出日現在の発行数には、平成19年６月１日からこの有価証券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 

  

 
(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

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 90,000

計 90,000

種類
事業年度末現在 
発行数(株) 

(平成19年３月31日)

提出日現在発行数
(株) 

(平成19年６月29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

株主としての権利内容に制限
のない、標準となる株式

計 50,315 50,315 ― ―

事業年度末現在
(平成19年３月31日)

提出日の前月末現在 
(平成19年５月31日)

新株予約権の数 ７個 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数            ―           ―

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 ― ―

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

― ―



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。 

  

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



(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。 

  

事業年度末現在
(平成19年３月31日)

提出日の前月末現在 
(平成19年５月31日)

新株予約権の数 ６個 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

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 ― ―

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 
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



(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。 

  

事業年度末現在
(平成19年３月31日)

提出日の前月末現在 
(平成19年５月31日)

新株予約権の数 ３個 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

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 ― ―

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 
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。 

  

事業年度末現在
(平成19年３月31日)

提出日の前月末現在 
(平成19年５月31日)

新株予約権の数 16個 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

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 ― ―

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 
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。 

  

事業年度末現在
(平成19年３月31日)

提出日の前月末現在 
(平成19年５月31日)

新株予約権の数 12個 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

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 ― ―

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 
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



(ヘ) 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 

  

      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。 

  

事業年度末現在
(平成19年３月31日)

提出日の前月末現在 
(平成19年５月31日)

新株予約権の数 3個 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

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19年６月26日から
平成22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 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 ― ―

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 
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。 

事業年度末現在
(平成19年３月31日)

提出日の前月末現在 
(平成19年５月31日)

新株予約権の数 88個 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

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)１ 440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 ― ―

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 
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 

 
  

    (ロ) 平成18年11月13日開催取締役会決議 

事業年度末現在
(平成19年３月31日)

提出日の前月末現在 
(平成19年５月31日)

新株予約権の残高 300百万円 同左

新株予約権権の数 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)１,３ 4,854株 同左

新株予約権の行使時の払込金額 61,800円 同左

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

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)１,３

発行価格 61,800円
資本組入額  30,900円

同左

新株予約権の行使の条件
本新株予約権の一部行使はで
きない。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
本社債と本新株予約権のうち
の一方のみを譲渡することは
できない。

同左

代用払込みに関する事項

本新株予約権1個の行使に際し
てする出資の目的とされる財産
は、当該新株予約権に係る本社
債とし、当該本社債の価額は、
当該本社債の満期日である平成
23年11月30日の償還価額と同額
とします。ただし、交付株式数
に転換価額61,800円を乗じた額
（ただし、転換価額の調整が行
われた場合は調整後の転換価
額）を乗じた額が、行使請求す
る本新株予約権に係る本社債の
満期日の償還価額を下回る場合
には、本新株予約権1個の行使
に際してする出資の目的とされ
る財産は、当該本新株予約権に
係る当該差額部分を除いたもの
とし、この場合の当該本社債の
価額は、当該本社債の満期日の
償還価額から当該差額を差し引

いた額とします。

同左

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

― ―

事業年度末現在
(平成19年３月31日)

提出日の前月末現在 
(平成19年５月31日)

新株予約権の残高 700百万円 同左

新株予約権権の数 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)１,３ 11,326株 同左

新株予約権の行使時の払込金額 61,800円 同左

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

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)１,３

発行価格 61,800円
資本組入額  30,900円

同左

新株予約権の行使の条件
本新株予約権の一部行使はで
きない。

同左



 
（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 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。  

 

（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。  

新株予約権の譲渡に関する事項
本社債と本新株予約権のうち
の一方のみを譲渡することは
できない。

同左

代用払込みに関する事項

本新株予約権1個の行使に際し
てする出資の目的とされる財産
は、当該新株予約権に係る本社
債とし、当該本社債の価額は、
当該本社債の満期日である平成
23年11月30日の償還価額と同額
とします。ただし、交付株式数
に転換価額61,800円を乗じた額
（ただし、転換価額の調整が行
われた場合は調整後の転換価
額）を乗じた額が、行使請求す
る本新株予約権に係る本社債の
満期日の償還価額を下回る場合
には、本新株予約権1個の行使
に際してする出資の目的とされ
る財産は、当該本新株予約権に
係る当該差額部分を除いたもの
とし、この場合の当該本社債の
価額は、当該本社債の満期日の
償還価額から当該差額を差し引

いた額とします。

同左

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

― ―

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



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 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

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。  

（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。  

   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
 



（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。  

  

(3) 【ライツプランの内容】 

   該当事項はありません 

  



(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

 
(注１) 第２回新株引受権付社債の新株引受権行使 

行使者：あさひ銀１号事業投資組合 

(注２) 第１回新株引受権付社債の新株引受権行使 

行使者：時本豊太郎 

(注３) 有償第三者割当増資 

発行価格： 1,400,000円 

資本組入額： 700,000円 

割当先：（株）セキネネオン、（株）メック、千葉トヨペット（株）、北都観光（株）、（有）北上文化、

（有）銀座会館、（有）新日邦、ティムコーポレーション（株）、ジェイ商事（株）、（株）カネ

マツ、TSUNAMI2000－１号投資事業組合 

(注４) 第１回新株引受権付社債の新株引受権行使 

行使者：時本豊太郎、熊﨑友久 

(注５) 第２回新株引受権付社債の新株引受権行使 

行使者：熊﨑友久、大石昌利 

(注６) 第２回新株引受権付社債の新株引受権行使 

行使者：熊﨑友久 

(注７) 第２回新株引受権付社債の新株引受権行使 

行使者：（株）UFJキャピタル、UFJインベストメント（株） 

(注８) 第２回新株引受権付社債の新株引受権行使 

行使者：あおぞらインベストメント（株）、（株）スパイススタイルアンドアソシエイツ、久野まゆみ 

 第３回新株引受権付社債の新株引受権行使 

行使者：ニッセイ・キャピタル（株）、久野まゆみ、久野真莉奈 

(注９) 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、発

行済株式総数は8,757株となりました。 

(注10) 当社は、平成17年４月21日にジャスダック証券取引所へ上場致しました。上場にあたり、平成17年３月18日

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15年３月27日 
(注１)

９ 1,599 900 194,900 909 144,909

平成15年３月28日 
(注２)

300 1,899 15,000 209,900 15,000 159,909

平成15年３月29日 
(注３)

97 1,996 67,900 277,800 67,900 227,809

平成15年３月31日 
(注４)

200 2,196 10,000 287,800 10,000 237,809

平成15年３月31日 
(注５)

333 2,529 33,300 321,100 33,633 271,442

平成15年３月31日 
(注６)

225 2,754 22,500 343,600 22,725 294,167

平成16年２月13日 
(注７)

27 2,781 2,700 346,300 2,727 296,894

平成16年２月16日 
(注８)

138 2,919 13,800 360,100 13,938 310,832

平成16年３月19日 
(注９)

5,838 8,757 ― 360,100 ― 310,832

平成17年４月20日
（注10）

1,000 9,757 119,000 479,100 211,000 521,832

平成17年５月20日
（注11）

225 9,982 26,775 505,875 47,475 569,307

平成17年７月29日
（注12）

39 10,021 8,700 514,575 8,700 578,007

平成17年８月31日
（注12）

６ 10,027 1,200 515,775 1,200 579,207

平成17年９月15日
（注13）

40,108 50,135 ― 515,775 ― 579,207

平成17年９月30日
（注12）

60 50,195 2,400 518,175 2,400 581,607

平成17年11月30日
（注12）

90 50,285 3,600 521,775 3,600 585,207

平成18年４月28日 
(注12）

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



開催の取締役会決議により、新株発行を決議し、平成17年４月20日に払込が完了致しました。 

有償一般募集(ブックビルディング方式) 

発行価格  330,000円     引受価額   310,200円 

発行価額  238,000円     資本組入額  119,000円 

(注11) 当社は、上記公募新株発行並びに株式売出しに関連し、平成17年３月18日の取締役会決議に基づき、当社株

主より当社普通株式225株を賃借した売出し（「オーバーアロットメントによる売出し」）を決議し、平成17

年５月20日に払込が完了致しました。 

第三者割当増資(ブックビルディング方式) 

発行価格  330,000円     引受価額   310,200円 

発行価額  238,000円     資本組入額  119,000円 

（注12） 新株予約権の行使（旧商法に基づき発行された新株引受権の権利行使を含む。）による増加 

（注13） 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50,135株となりました。 

（注14） 平成19年６月28日開催の定時株主総会において、資本準備金を467,522,628円減少し、欠損填補することを決

議しております。 

  

(5) 【所有者別状況】 

平成19年３月31日現在 

 
（注） 「その他の法人」欄の所有株式数には、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。 

  

区分

株式の状況

単元未満株
式の状況 
(株)

政府及び 
地方公共 
団体

金融機関 証券会社
その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

株主数 
(人)

 － 3 10 46 1 2 3,015 3,077
―
 

所有株式数 
(株)

－ 310 437 5,406 321 10 43,831 50,315 ―

所有株式数 
の割合(％)

－ 0.62 0.87 10.74 0.64 0.02 87.11 100.00 ―



(6) 【大株主の状況】 

平成19年３月31日現在 

 
  

(7) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年３月31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。 

  

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 7,240 14.39

大  石   昌 利 神奈川県逗子市 2,880 5.72

      株式会社細田協佑社 東京都中央区日本橋１丁目２-５ 1,125 2.23

株式会社セキネネオン 茨城県潮来市古高3480番地の１ 790 1.57

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

田  中   治 夫 三重県津市 343 0.68

    株式会社メック 宮城県仙台市宮城野区平成２丁目12-29 340 0.67

リーマンブラザーズアジアキャピ
タルカンパニー

東京都港区六本木６丁目10番１号六本
木ヒルズ森タワー31階 
（常代）リーマン・ブラザーズ証券株
式会社

321 0.63

    株式会社飛鳥商事
岩手県紫波郡矢巾町大字高田第14地割
６－1

280 0.55

計 ― 25,184 50.05

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
株主としての権利内容に制限のな
い、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 ―



② 【自己株式等】 

平成19年３月31日現在 

 
  

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 ― ― ― ― ―



(8) 【ストックオプション制度の内容】 

当社は、ストックオプション制度を採用しております。 

当該制度の内容は以下のとおりであります。 

  

①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方式によるストックオ

プション制度 

(イ) 平成14年６月26日開催の第13回定時株主総会決議に基づくもの 

 
(注) 新株予約権の内容については、「（2）新株予約権等の状況」に記載しております。 

  

(ロ) 平成15年３月13日開催の臨時株主総会決議に基づくもの 

 
(注) 新株予約権の内容については、「（2）新株予約権等の状況」に記載しております。 

  

決議年月日 平成14年６月26日

付与対象者の区分及び人数
監査役(２名)
当社従業員(１名) 
社外顧問弁護士(１名)

新株予約権の目的となる株式の種類 (注)

株式の数 (注)

新株予約権の行使時の払込金額 (注)

新株予約権の行使期間 (注)

新株予約権の行使の条件 (注)

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)

代用払込みに関する事項 (注)

組織再編行為に伴う新株予約権の 
交付に関する事項

(注)

決議年月日 平成15年３月13日

付与対象者の区分及び人数
監査役(１名)
当社従業員(２名)

新株予約権の目的となる株式の種類 (注)

株式の数 (注)

新株予約権の行使時の払込金額 (注)

新株予約権の行使期間 (注)

新株予約権の行使の条件 (注)

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)

代用払込みに関する事項 (注)

組織再編行為に伴う新株予約権の 
交付に関する事項

(注)



(ハ) 平成15年６月25日開催の第14回定時株主総会決議に基づくもの 

 
(注) 新株予約権の内容については、「（2）新株予約権等の状況」に記載しております。 

  

(ニ) 平成16年３月16日開催の臨時株主総会決議に基づくもの 

 
(注) 新株予約権の内容については、「（2）新株予約権等の状況」に記載しております。 

  

決議年月日 平成15年６月25日

付与対象者の区分及び人数 当社従業員(３名)

新株予約権の目的となる株式の種類 (注)

株式の数 (注)

新株予約権の行使時の払込金額 (注)

新株予約権の行使期間 (注)

新株予約権の行使の条件 (注)

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)

代用払込みに関する事項 (注)

組織再編行為に伴う新株予約権の 
交付に関する事項

(注)

決議年月日 平成16年３月16日

付与対象者の区分及び人数 当社従業員（５名）

新株予約権の目的となる株式の種類 (注)

株式の数 (注)

新株予約権の行使時の払込金額 (注)

新株予約権の行使期間 (注)

新株予約権の行使の条件 (注)

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)

代用払込みに関する事項 (注)

組織再編行為に伴う新株予約権の 
交付に関する事項

(注)



(ホ) 平成16年５月22日開催の取締役会決議に基づくもの 

 
(注) 新株予約権の内容については、「（2）新株予約権等の状況」に記載しております。 

  

(ヘ) 平成16年６月25日開催の第15回定時株主総会決議に基づくもの 

 
(注) 新株予約権の内容については、「（2）新株予約権等の状況」に記載しております。 

  

決議年月日
平成16年３月16日臨時株主総会
および平成16年５月22日取締役会0

付与対象者の区分及び人数 当社従業員（４名）

新株予約権の目的となる株式の種類 （注）

株式の数 （注）

新株予約権の行使時の払込金額 （注）

新株予約権の行使期間 （注）

新株予約権の行使の条件 （注）

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）

代用払込みに関する事項 （注）

組織再編行為に伴う新株予約権の 
交付に関する事項

（注）

決議年月日 平成16年６月25日

付与対象者の区分及び人数 当社従業員（１名）

新株予約権の目的となる株式の種類 （注）

株式の数 （注）

新株予約権の行使時の払込金額 （注）

新株予約権の行使期間 （注）

新株予約権の行使の条件 （注）

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）

代用払込みに関する事項 （注）

組織再編行為に伴う新株予約権の 
交付に関する事項

（注）



②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にかかるストックオプシ

ョン制度 

(イ) 平成18年６月21日開催の取締役会決議に基づくもの 

 
(注) 新株予約権の内容については、「（2）新株予約権等の状況」に記載しております。 

  

２ 【自己株式の取得等の状況】 
  

   
(1) 【株主総会決議による取得の状況】 

    該当事項はありません 

   

(2) 【取締役会決議による取得の状況】 

    該当事項はありません 

  

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

 該当事項はありません 

  

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

    該当事項はありません 
  

３ 【配当政策】 

 成長期にある当社においては、持続的な成長を維持し、積極的な事業展開に備えるため、内部留保資

金を経営資源、研究開発・製品開発および優秀な人材の確保に積極的に投下してきております。 

 一方で、当社は株主への利益還元も重要な経営課題と認識しており、経営成績及び財政状態を勘案

し、利益還元を検討してまいる方針です。 

 当社は、期末配当の年１回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。この剰余金の配当

の決定機関は株主総会であります（中間配当を行う場合は、取締役会決議）。 

 しかしながら、当期につきましては、「業績等の概要」にて記述のとおりの結果となったため、無配

とさせていただきます。 

  

４ 【株価の推移】 

(1) 【 近５年間の事業年度別 高・ 低株価】 

決議年月日 平成18年６月21日

付与対象者の区分及び人数
監査役(３名)
当社従業員(17名)

新株予約権の目的となる株式の種類 （注）

株式の数 （注）

新株予約権の行使時の払込金額 （注）

新株予約権の行使期間 （注）

新株予約権の行使の条件 （注）

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）

代用払込みに関する事項 （注）

組織再編行為に伴う新株予約権の 
交付に関する事項

（注）

【株式の種類等】 該当事項はありません

回次 第14期 第15期 第16期 第17期 第18期



 
（注）当社は、平成17年９月15日付で普通株式１株に対し普通株式５株の割合で株式分割を行っております。また、 

ジャスダック証券取引所に平成17年４月21日付で上場いたしましたので、第17期より前の株価はございません。 

  

(2) 【 近６月間の月別 高・ 低株価】 

 
（注）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。 

  

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月

高（円） ― ― ― 1,380,000 133,000

低（円） ― ― ― 79,000 22,000

月別 平成18年10月 11月 12月 平成19年１月 ２月 ３月

高（円） 53,000 38,950 28,100 60,200 45,100 49,100

低（円） 38,950 22,000 22,000 24,010 26,510 25,710



５ 【役員の状況】 

  

 
（注１）取締役河野芳隆は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。 

（注２）監査役石川真人、森林高志、佐伯一郎は、会社法第２条第16号に定める社外監査役です。 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

代表取締役 
会長兼社長

時 本 豊太郎 昭和30年８月１日生

昭和56年４月  カシオ計算機株式会社入社

（注3） 11,115

平成元年４月  当社設立、代表取締役社長就任

平成11年６月   代表取締役会長就任(現任)

平成19年３月
 代表取締役会長兼社長就任 

 (現任)

取締役 営業本部長 熊 﨑 友 久 昭和38年11月27日生

昭和61年４月  セントラルリース株式会社入社

（注3） 7,240

平成２年６月  アビックス販売株式会社入社

平成５年２月 当社、アビックス販売株式会社合

併により、当社営業企画部長就任

平成６年６月  取締役営業企画部長就任

平成10年６月  取締役副社長就任

平成11年６月   代表取締役社長就任

平成19年３月  取締役営業本部長就任(現任)

取締役
技術本部 
副本部長

濵  和 明 昭和38年７月12日生

昭和62年４月  株式会社ブリジストン入社

（注3） 60

平成13年５月  当社入社

平成13年10月  当社開発二部部長就任

平成17年５月  当社営業本部長就任

平成17年６月   当社取締役就任（現任）

平成19年３月
 当社取締役技術本部副本部長 

 就任（現任）

取締役
営業本部 
副本部長

西 村 敏 彦 昭和34年10月11日生

昭和57年４月  株式会社日本債券信用銀行

（注3） ―

 （現株式会社あおぞら銀行入社）

平成17年５月
  当社入社、総務部長兼社長室長 

   就任

平成18年６月   当社取締役就任（現任）

平成19年３月
  当社取締役営業本部副本部長 

  就任（現任）

取締役
管理本部 
副本部長

稲 垣 雅 弘 昭和33年５月14日生

昭和56年４月  株式会社日本債券信用銀行

（注3） ―

 （現株式会社あおぞら銀行入社）

平成18年１月  当社入社、財務部長就任

平成19年３月  当社管理本部副本部長就任（現任）

平成19年６月  当社取締役就任（現任）

取締役 河 野 芳 隆 昭和29年８月24日生

昭和52年４月  東京海上火災保険株式会社入社

（注3） ―

平成12年８月
  AIGジャパン・パートナーズ・ 

  インク在日代表就任

平成16年３月
  株式会社JBFパートナーズ 

  代表取締役社長就任（現任）

平成16年９月
  株式会社フォー・ユー取締役 

   就任(現任）

平成19年６月   当社取締役就任（現任）

常勤監査役 石 川 真 人 昭和33年１月７日生

昭和56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

（注6） ―平成12年５月 株式会社デジタルガレージ監査

役就任

平成15年３月 当社監査役就任(現任)

監査役 森 林 高 志 昭和25年２月６日生

昭和49年４月

平成10年６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

株式会社旅行綜研取締役就任

(現任)
（注5） ―

平成12年３月  当社監査役就任(現任)

監査役 佐 伯 一 郎 昭和26年９月26日生

昭和50年４月

平成７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

 東京第二弁護士会登録
（注7） ―

平成11年２月  佐伯法律事務所開業

平成12年12月

平成16年３月

 当社監査役就任 (現任)

 四五六法律事務所開業（現任）

計 18,415



（注３）平成19年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。 

（注５）平成16年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。 

（注６）平成17年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。 

（注７）平成19年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。 

  

６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

  

   当社は、経営の透明性、客観性、健全性を確保し、企業価値の継続的な向上と社会から信頼される会社

を実現するため、コーポレート・ガバナンスの体制強化を、経営の 重要課題の一つとして認識して、積

極的に取り組んでおります。 

  また、当社は、株主の皆様や当社製品をご利用いただいているお客様その他のすべてのステークホルダ

ーに支えられていることを常に意識し、企業価値の 大化を図ることが、これらの方々の期待に応えるこ

とにつながるとの認識に立ち、事業展開を行っております。そのためには、コーポレート・ガバナンスの

体制は不可欠なものであり、経営監視機能の充実にも意識した運営を心がけております。 

  

（１）会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 

  ①会社の機関の基本説明 

当社は、監査役設置会社の形態を採用しております。当社の監査役３名は全員が社外監査役（うち１

名が常勤監査役）であり、監査役会の開催、取締役会その他重要な会議への出席などを通じまして、経

営の健全性の維持・強化を図っております。 

当社の取締役会は、原則月一回開催の定例取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法

令や定款で定められた事項や経営上の重要事項を決定しております。 

監査役会は、原則月一回開催され、臨時監査役会は必要に応じて随時開催されております。各監査役

の取締役会出席の他、その他重要な会議への常勤監査役の出席などを通じて、取締役及び取締役会の業

務執行を監視するとともに、経営全般に対する監督機能を発揮しております。 

 なお、当社は取締役の員数を10名以内、監査役の員数を４名以内と規定しております。 

  

  ②会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 

 当社の内部統制システムにつきましては、業種特性や会社規模などに鑑み、上記の取締役会や監査役

会その他の会議での協議を通じて、経営監視機能や部門間の相互牽制機能を確保することが も有効で

あるとの認識に立ち、運営しております。 

 また、会社法第362条第4項第６号に基づく「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確

保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体

制の整備」について、以下のとおり取締役会にて決議し、取締役および従業員がコンプライアンスの重

要性を認識し、リスク管理を十分踏まえたうえで、適正かつ効率的な業務運営を行うことに努めるとと

もに、内部統制に関する体制の整備・構築に取り組むものとしております。 

  

１ 取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

  当社は小規模組織であることからコンプライアンス専担部は設置しておりませんが、代表取締役

直轄の管理部を相談窓口とし、コンプライアンス規程並びに内部通報規程を制定いたしておりま

す。定期的に取締役及び従業員を対象にコンプライアンス研修を実施し、企業文化としての一層の

定着を図ります。 

  



２ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

   当社では原則毎月１回以上開催される取締役会のほか、取締役の職務の執行に係る情報を文書取

扱規程、稟議規程等に基づき適切に保存し、管理を行っています。また、取締役及び監査役は、こ

れらの文書等を常時閲覧できる態勢としています 

  

３ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

   取締役・部長等で構成するリスク管理委員会を設置し、当社業務に内在するリスクの洗い出し

と、リスク極小化のための具体的方策の検討を行っています。同委員会と管理部が中心となって規

程の整備を推進しています。 

  

４ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

         原則毎月１回以上の取締役会に加えて執行役員会を随時開催して、業務全般、人事、組織等の諸

問題について協議を行っているほか、本年３月１日付で３本部制（営業本部、技術本部、管理本

部）への組織変更を実施いたしており、各本部の本部長と副本部長による迅速な意思決定と業務

遂行を確保しています。 

管理部を中心に６名の横断的な組織メンバーで構成する内部監査委員会では、業務の適切性のみ

ならず効率性についてもチェックを行い、適宜アドバイスを行っています。 

  

５ 当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

      新たな組織規程及び職務権限規程を明定して、権限と責任の所在を明確化いたしております。ま

た、内部監査委員会の監査機能を強化し、業務が適正に遂行されているかのチェックを適宜行う

こととしています。 

  

６ 監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項及

びその従業員の取締役からの独立性に関する事項 

   監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合には、取締役会は監査役会と協

議し、必要に応じて補助すべき従業員を指名することとしています。  

また、監査役を補助する従業員に対する指揮命令権限は、その監査業務を補助する範囲内におい

て監査役に帰属するものとし、取締役及び他の従業員は、当該従業員に対する指揮命令権限を有

しません。当該従業員の人事異動、人事評価、懲戒等に人事権に係る事項の決定には、監査役会

の事前の同意を必要とするものとしています。  

  

７ 取締役及び従業員が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制並びに監査

役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

   取締役及び従業員は、経営の重要事項を遅滞なく監査役に報告する一方で、監査役は内部統制

システムや重要な意思決定のプロセス、業務の執行状況を把握するため、取締役会やリスク管理

委員会など重要な会議に出席するとともに、稟議書等の業務執行に係る重要な文書を閲覧し、必

要に応じて取締役や従業員に対し説明を求めています。  

監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合には、取締役会は監査役会と協議

し、必要に応じて補助すべき従業員を指名することとしていますが、それ以外では当社管理部が

監査役との接点になって、監査業務が実効的に行われるようサポートを行っています。  

  



  ③内部監査及び監査役監査の状況 

 管理部長を委員長とする内部監査委員会を組成し、全部門を対象に必要な監査、調査を実施してお

り、内部監査の結果は代表取締役社長に報告しております。監査役は、内部監査委員会の会議に適宜出

席するなど密接な連携を取っており、内部監査状況を監視することが可能となっております。  

 また、監査役と会計監査人とは、監査実施状況などについて必要に応じ適宜協議する関係にありま

す。会計監査人である監査法人トーマツは、国内有数の大手監査法人であり、当社は四半期毎に厳格な

会計監査またはレビューを受けておりますが、その実施状況について、監査役に対しても詳細な報告が

なされています。 

   

  ④会計監査の状況 

   当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名は、以下のとおりでありま

す。 

    浅枝芳隆（監査法人トーマツ） 

    望月明美（監査法人トーマツ） 

   また、当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士 ２名、会計士補 ３名、その他 ２名の構成と

なっております。 

  

  ⑤社外取締役及び社外監査役との関係 

 社外取締役である河野芳隆氏は、当社が平成18年11月30付で新株予約件付社債にて資金調達を行った

ジャパン・ブレークスルー・2004投資事業有限責任組合を無限責任組合員として運営管理する株式会社

ＪＢＦパートナーズの代表者であり、事業会社経営における豊富な経験や経営ノウハウを当社経営に活

かしていただくために選任されております。また、社外監査役である石川真人氏、森林高志氏、佐伯一

郎氏は、当社経営の健全性確保の観点から、実務経験や専門能力などを重視して選任されております。

ともに、当社との取引関係その他の利害関係はありません。 

 なお、当社は社外取締役、社外監査役との間で、当社への損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を

締結できる旨を定款で定めており、社外取締役河野芳隆氏及び社外監査役３名と次の内容の責任限定契

約を締結しております。 

・社外取締役、社外監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第427

条第1項の 低責任限度額を限度として、その責任を負う。 

・上記の責任限定が認められるのは、社外取締役、社外監査役がその責任の原因となった職務の遂行に

ついて善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。 

  

  

（２）リスク管理体制の整備の状況 

 当社のリスク管理体制につきましては、「（１）②会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の

状況」にも記載しましたとおり、取締役会や監査役会その他の会議での協議を通じまして、経営監視機

能や部門間の相互牽制機能を確保しております。また、取締役・部長等で構成するリスク管理委員会を

設置し、当社業務に内在するリスクの洗い出しと、リスク極小化のための具体的方策の検討を行ってい

ます。 

  

（３）役員報酬の内容 

 平成19年３月期における当社の取締役及び監査役に対する報酬の内容は、以下のとおりであります。 



  １ 取締役に支払った報酬 

    取締役 ５名 85,260千円（当社には社外取締役はおりません） 

     （注）当期中の退任取締役１名に対する報酬を含んでおります。 

  ２ 監査役に支払った報酬 

    監査役 ３名  10,921千円（当社の監査役は全員が社外監査役です） 

  

（４）監査報酬の内容 

 平成19年３月期における当社の監査法人トーマツに対する報酬の内容は、以下のとおりであります。 

公認会計士法（昭和23年法律第103号）第２条第１項に規定する業務に基づく報酬12,000千円 

なお、上記以外の業務に基づく報酬はありません。 

  



第５ 【経理の状況】 

１ 財務諸表の作成方法について 

 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59

号。以下「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、前事業年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで)は、改正前の財務諸表等規則に基づ

き、当事業年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)は、改正後の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、前事業年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日

まで)及び当事業年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)の財務諸表について、監査法人トー

マツにより監査を受けております。 

  

３ 連結財務諸表について 

当社は子会社がありませんので、連結財務諸表は作成しておりません。 

  

１ 【連結財務諸表等】 

(1) 【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 【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

① 【貸借対照表】 
  

   

前事業年度
(平成18年３月31日)

当事業年度 
(平成19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
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 ※２ 909,944 1,508,607

 ２ 受取手形 ※４ 7,200 98,627

 ３ 売掛金 798,285 419,035

 ４ 有価証券 159,969 ―

 ５ 製品 972,650 686,720

 ６ 原材料 1,043,992 723,844

 ７ 仕掛品 6,096 99

 ８ 前渡金 1,715 74,234

 ９ 前払費用 30,743 8,809

 10 繰延税金資産 72,431 13,600

 11 その他 1,328 5,944

   貸倒引当金 △678 △6,629

   流動資産合計 4,003,680 90.7 3,532,891 90.0

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物附属設備 633 243

    減価償却累計額 △124 509 △243 ―

  (2) 工具器具備品 521,925 555,734

    減価償却累計額 △381,251 140,674 △409,499 146,234

  (3) レンタル資産 ― 93,900

    減価償却累計額 ― ― △57,500 36,400

   有形固定資産合計 141,183 3.2 182,635 4.7

 ２ 無形固定資産

  (1) ソフトウェア 10,682 9,111

  (2) 電話加入権 951 951

   無形固定資産合計 11,633 0.3 10,062 0.3

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 1,200 1,200

  (2) 破産更生債権 37,893 ―

  (3) 長期前払費用 4,380 2,689

  (4) 繰延税金資産 48,276 ―

  (5) 長期性預金 100,000 128,005

  (6) 差入保証金 67,094 66,754

  (7) その他 578 324

    貸倒引当金 △0 ―

   投資その他の資産合計 259,422 5.8 198,973 5.0

   固定資産合計 412,240 9.3 391,670 10.0

   資産合計 4,415,920 100.0 3,924,562 100.0



 

  

前事業年度
(平成18年３月31日)

当事業年度 
(平成19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
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形 ※４ 555,920 204,440

 ２ 買掛金 142,361 164,954

 ３ 短期借入金 30,000 ―

 ４ １年内返済予定 
   長期借入金

※２ 462,596 337,748

 ５ １年内償還予定社債 212,500 300,000

 ６ 未払金 41,062 32,187

 ７ 未払費用 27,218 40,281

 ８ 未払法人税等 2,464 1,537

 ９ 未払消費税等 1,549 29,560

 10 前受金 7,380 5,680

 11 預り金 5,062 7,121

 12 前受収益 12,206 22,308

 13 製品保証引当金 ― 11,220

 14 その他 ― 1,269

   流動負債合計 1,500,323 34.0 1,158,311 29.5

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 850,000 550,000

 ２ 新株予約権付社債 ― 1,000,000

 ３ 長期借入金 ※２ 803,318 519,136

 ４ 長期未払金 5,968 3,197

 ５ 長期預り金 45,000 45,000

   固定負債合計 1,704,286 38.6 2,117,333 53.9

   負債合計 3,204,609 72.6 3,275,644 83.4

(資本の部)

Ⅰ 資本金 ※１ 521,775 11.8 ― ―

Ⅱ 資本剰余金

 １ 資本準備金 585,207

   資本剰余金合計 585,207 13.2 ― ―

Ⅲ 利益剰余金

 １ 当期未処分利益 104,329 ―

   利益剰余金合計 104,329 2.4 ― ―

   資本合計 1,211,311 27.4 ― ―

   負債資本合計 4,415,920 100.0 ― ―



 
  

前事業年度
(平成18年３月31日)

当事業年度 
(平成19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
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 ― ― 522,975 13.3

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 ― 586,407

    資本剰余金合計 ― ― 586,407 15.0

 ３ 利益剰余金

  (1) その他利益剰余金

    繰越利益剰余金 ― △467,522

    利益剰余金合計 ― ― △467,522 △11.9

   株主資本合計 ― ― 641,859 16.4

Ⅱ 新株予約権 ― ― 7,058 0.2

   純資産合計 ― ― 648,918 16.6

   負債純資産合計 ― ― 3,924,562 100.0



② 【損益計算書】 

前事業年度
(自 平成17年４月１日
 至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日 
至 平成19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
(％)

Ⅰ 売上高

 １ 情報機器事業収入 2,272,495 1,712,105

 ２ コンポーネント事業収入 259,547 22,639

 ３ 運営事業収入 256,435 2,788,478 100.0 290,370 2,025,115 100.0

Ⅱ 売上原価

 １ 製品期首たな卸高 1,079,926 972,650

 ２ 当期製品製造原価 1,564,222 1,138,958

   合計 2,644,148 2,111,609

 ３ 他勘定振替高 ※１ 148,876 214,932

 ４ 製品期末たな卸高 972,650 686,720

 ５ 情報機器事業原価 1,522,622 1,209,957

 ６ コンポーネント事業原価 187,825 16,226

 ７ 運営事業原価 59,603 1,770,051 63.5 95,738 1,321,922 65.3

  売上総利益 1,018,427 36.5 703,193 34.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費
※２, 
 ３

1,056,463 37.9 1,029,074 50.8

  営業損失 38,035 △1.4 325,881 △16.1

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 627 1,404

 ２ 受取配当金 6 0

 ３ 仕入割引 28 ―

 ４ 投資有価証券売却益 5,198 ―

 ５ 保険解約返戻金 10,274 ―

 ６ その他 5,094 21,229 0.8 584 1,988 0.1

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 27,745 21,339

 ２ 社債利息 7,422 7,728

 ３ 新株発行費 30,870 ―

 ４ 株式交付費 ― 158

 ５ 社債発行費 8,450 140

 ６ 上場関連費用 18,086 ―

 ７ 支払保証料 ― 4,624

 ８ コミットメントフィー ― 7,601

 ９ その他 5,569 98,143 3.5 3,999 45,592 2.2

  経常損失 114,949 △4.1 369,485 △18.2

Ⅵ 特別利益

 １ 貸倒引当金戻入益 504 316

 ２ 固定資産売却益 ※４ 175 ―

 ３ 新株予約権戻入益 ― 679 0.0 721 1,037 0.0

Ⅶ 特別損失

 １ 前期売上返品損失 12,049 7,275

 ２ 棚卸資産評価損 111,588 63,081

 ３ 出資金評価損 10,000 ―

 ４ 本社移転費 11,358 ―

 ５ 減損損失 ※５ ― 4,074

 ６ 解体撤去費用 ― 9,694

 ７ 製品保証引当金繰入額 ― 144,995 5.2 11,220 95,345 4.7

  税引前当期純損失 259,265 △9.3 463,792 △22.9

  法人税、住民税 
  及び事業税

950 950

  法人税等調整額 △97,228 △96,278 △3.5 107,108 108,058 5.3



 
  

  当期純損失
162,986

△5.8
571,851

△28.2

  前期繰越利益 267,315 ―

  当期未処分利益 104,329 ―



製造原価明細書 

 
(注） 

 
  

コンポーネント事業原価明細書 

 
(注） 

 
  

前事業年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日 
至 平成19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(％)

Ⅰ材料費            999,758     63.9 739,326      65.3

Ⅱ経費  ※１            564,748     36.1     393,634 34.7

 当期総製造費用          1,564,506   100.00 1,132,961    100.00

 期首仕掛品たな卸高              5,812      6,096

 期末仕掛品たな卸高              6,096               99

 当期製品製造原価          1,564,222 1,138,958

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

原価計算の方法 
 ロット別実際原価計算を採用しておりま
す。なお、個別プロジェクト案件については
個別原価計算を採用しております。 
 
※１ 経費の主な内訳 
   外注加工費       564,748千円

原価計算の方法
 同左 
 
 
 
※１ 経費の主な内訳 
 外注加工費          393,634千円

前事業年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日 
至 平成19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(％)

Ⅰ 材料費
      187,825  100.00              16,226   100.00

 コンポーネント事業原
価

      187,825  100.00              16,226   100.00

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

 
原価計算の方法 
 個別原価計算を採用しております。 
 
 
 
 
 
 
 

原価計算の方法
 同左 
 
 
 
 
 



運営事業原価明細書 

 
(注)1 

 
(注)２ なお、第５ 経理の状況 ２ 財務諸表等 （１) 財務諸表 追加情報に記載のとおり、レンタル資産の減価償却

費については、重要性が増したことから表示区分の検討を行い、当事業年度より原価として計上しております。 

前事業年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日 
至 平成19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(％)

Ⅰ 経費
※１              59,603  100.00             95,738     100.00

  運営事業原価
             59,603  100.00             95,738     100.00

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

原価計算の方法 
 個別原価計算を採用しております。 
 
※１ 経費の主な内訳 
   外注費          59,603千円 
 

原価計算の方法
 個別原価計算を採用しております。 
 
※１ 経費の主な内訳 
   外注費          81,549千円 
      減価償却費（注）    14,189千円



③ 【株主資本等変動計算書】 

当事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31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

事業年度中の変動額 

(千円)

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

 当期純損失 ― ― △571,851 △571,851 △571,851 ― △571,851

株主資本以外の項目の

事業年度中の変動額

（純額）

― ― ― ― ― ― 7,058 7,058

当事業年度中の変動額

合計(千円)
1,200 1,200 1,200 △571,851 △571,851 △569,451 7,058 △562,392

平成19年３月31日残高

(千円)
522,975 586,407 586,407 △467,522 △467,522 641,859 7,058 648,918



④ 【キャッシュ・フロー計算書】 

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

区分
注記
番号

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 税引前当期純損失(△) △259,265 △ 463,792

 ２ 減価償却費 81,761 92,995

 ３ 減損損失 ― 4,074

 ４ 貸倒引当金の増減額（△は減少） △504 5,950

 ５ 製品保証引当金の増減額（△は減少） ― 11,220

 ６ ソフトウェア償却 3,602 3,662

 ７ 株式報酬費用 ― 7,780

 ８ 新株予約権戻入益 ― △ 721

 ９ 受取利息 △627 △ 1,404

 10 受取配当金 △6 △0

 11 投資有価証券売却益 △5,198 ―

 12 支払利息 27,745 21,339

 13 社債利息 7,422 7,728

 14 新株発行費 30,870 ―

 15 株式交付費 ― 158

 16 社債発行費 8,450 140

 17  固定資産売却益 △175 ―

 18 売上債権の増減額（△は増加） 66,099 325,716

 19 たな卸資産の増減額（△は増加） △139,937 497,846

 20 未収消費税等の増減額（△は増加） 62,930 ―

 21 仕入債務の増減額（△は減少） △163,187 △ 328,887

 22 未払金の増減額（△は減少） 7,714 △ 9,436

 23 未払事業税の増減額（△は減少） △153 △ 1,401

 24 未払消費税等の増減額（△は減少） 1,549 28,010

 25 その他 14,040 △ 30,392

    小計 △256,868 170,587

 26 利息及び配当金の受取額 604 1,383

 27 利息の支払額 △35,672 △ 28,516

 28 法人税等の支払額 △56,202 △ 475

   営業活動によるキャッシュ・フロー △348,137 142,978

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 △27,006 △ 32,007

 ２ 定期預金の払戻による収入 254,006 10,000

 ３ 有価証券の取得による支出 △9,995 ―

 ４ 有価証券の償還による収入 10,000 60,000

 ５ 有形固定資産の取得による支出 △105,588 △ 22,137

 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 △1,365 △ 2,414

 ８ 投資有価証券の売却による収入 11,393 ―

 ９ 貸付けによる支出 △650 ―

 10 貸付金の回収による収入 120 450

   投資活動によるキャッシュ・フロー 131,125 13,891



   

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

区分
注記
番号

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

 ２ 短期借入金の返済による支出 △30,000 △60,000

 ３ 長期借入れによる収入 200,000 50,000

 ４ 長期借入金の返済による支出 △558,603 △459,030

 ５ 社債の発行による収入 491,550 ―

 ６ 社債の償還による支出 △85,000 △212,500

 ７ 新株予約権付社債の発行による収入 ― 999,860

 ８ 株式の発行による収入 405,179 2,241

 ９ 配当金の支払額 △8,757 ―

 10 長期未払金の減少による支出 △5,413 △2,770

   財務活動によるキャッシュ・フロー 438,955 347,800

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 221,942 504,669

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 731,983 953,926

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 953,926 1,458,596



⑤ 【利益処分計算書】 

  

 
    （注）日付は株主総会承認日です。 

前事業年度
(平成18年６月29日)

区分
注記 
番号

金額(千円)

Ⅰ 当期未処分利益 104,329

Ⅱ 利益処分額

 １ 配当金 ― ―

Ⅲ 次期繰越利益 104,329



重要な会計方針 

  

 
  

項目
前事業年度

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19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

(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) 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 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 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

(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

(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 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。

 建物付属設備  ３～15年

 工具器具備品  ２～15年

(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。

 建物付属設備  ３～15年

 工具器具備品  ２～15年

 レンタル資産  ３～５年

(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

(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

４ 繰延資産の処理方法 (1) 新株発行費

 支出時に全額費用として処理して

おります。

(1) 株式交付費

 支出時に全額費用として処理して

おります

(2) 社債発行費

 支出時に全額費用として処理して

おります。

(2) 社債発行費

 同左



項目
前事業年度

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

５ 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

(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。

(2) 賞与引当金 

  同左 

 

 

 

 

(3) 製品保証引当金

 当社が納入した製品の不具合に

起因する特別の無償補修費用の支

出に備えるため、当該金額を個別

に見積もり算出した額を計上して

います 。

６ 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

７ 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) ヘッジ会計の方法 

  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

(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

(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

８ キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

 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

９ その他財務諸表作成のた

めの重要な事項

消費税等の処理方法

 消費税等の会計処理は、税抜方式

消費税等の処理方法 

  同左



 

会計処理の変更 

  

 
  

によっております。

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19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） 

 当事業年度から「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。 

 従来の「資本の部」の合計に相当する金額は641,859

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

ける財務諸表は、改正後の財務諸表等規則により作成し

ております。

         ――――――― （ストック・オプション等に関する会計基準等） 

 当事業年度から「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 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、経常損失及び税引前当期純損

失が7,058千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） 

 当事業年度から「繰延資産の会計処理に関する当面の

取扱い」（企業会計基準委員会 平成18年８月11日 実

務対応報告第19号）を適用しております。 

 これにより、前事業年度の営業外費用の内訳とした

「新株発行費」は、当事業年度より「株式交付費」とし

て処理する方法に変更しております。



表示方法の変更 

  

 
  

追加情報 

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

――――――― （貸借対照表） 

 前事業年度まで有形固定資産の「工具器具備品」に含

めて表示していた「レンタル資産」については当事業年

度より重要性が増したため区分掲記しました。なお、前

期における「レンタル資産」の取得原価は55,235千円、

減価償却累計額は43,311千円、帳簿価額は11,924千円で

す。

（損益計算書） 

 前事業年度まで営業外費用の「その他」に含めて表示

しておりました「支払保証料」は営業外費用の100分の

10を超えたため区分掲記しました。 

 なお、前事業年度における「支払保証料」の金額は

5,285千円です。

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19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、当事業年度より売上原

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14,189千円減

少しております。

（製品保証引当金）

 製品の無償補修費用の支出に備えるため、不具合に起

因する特別の無償補修費用を個別に見積もり算出した額

を計上しています。 

 これに伴い、費用見込額11,220千円を特別損失に計上

しております。この結果、従来と同一の方法を採用した

場合と比べて税引前当期純損失が11,220千円増加してお

ります。



注記事項 

(貸借対照表関係) 

  

 
  

前事業年度 
(平成18年３月31日)

当事業年度
(平成19年３月31日)

 

 

 

※１ 会社が発行する株式

  普通株式 90,000株

発行済株式総数

  普通株式 50,285株

 

※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 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。当事業年度

  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       ―――――――

 

 

※１       ―――――――

※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）

115,000千円について、総財産担保留保条項が付

されております。

 ３ 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。当事業年度

  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 期末日満期手形

   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、当事業年 

  度の末日は金融機関の休日であったため、次の 

  期末日満期手形が期末残高に含まれておりま  

  す。 

     受取手形            36,588千円  

        支払手形            26,002千円



(損益計算書関係) 

 
  

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

※１ 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

棚卸資産評価損 105,352千円

工具器具備品 35,479千円

販売費及び一般管理費 8,044千円

  計 148,876千円

 
 

※１ 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

棚卸資産評価損 53,845千円

工具器具備品 72,259千円

レンタル資産 32,031千円

販売費及び一般管理費 56,796千円

 計 214,932千円

 

 

※２ 販売費に属する費用のおおよその割合は９％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は91％であ

ります。

 主要な費目及び金額は次のとおりであります。

役員報酬 125,300千円

給料手当 189,804千円

荷造運賃 60,706千円

支払手数料 109,474千円

研究開発費 63,295千円

減価償却費 85,364千円

 

 

※２ 販売費に属する費用のおおよその割合は11％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は89％であ

ります。

 主要な費目及び金額は次のとおりであります。

役員報酬 95,460千円

給料手当 192,617千円

荷造運賃 40,620千円

支払手数料 116,993千円

支払地代家賃 52,748千円

貸倒引当金繰入額 6,267千円

研究開発費 74,004千円

減価償却費 78,806千円

 

※３ 研究開発費の総額

   一般管理費に含まれる研究開発費

63,295千円

※３ 研究開発費の総額

   一般管理費に含まれる研究開発費

74,004千円

 

※４ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

車両運搬具 175千円

 
※５ ――――――― 
 
 
 
 
 
 

 

 

※４ ―――――――

 

※５ 減損損失 

当事業年度において当社は以下の資産について減損

損失を計上しました。

場所 用途 種類

横浜市金沢区 処分予定資産
建物附属設備 
工具器具備品 
ソフトウェア

東京都大田区 処分予定資産 工具器具備品

 当社は資産を事業用資産（広告看板事業）及び処
分予定資産に区分しております。 
 事業用資産（広告看板事業）については、広告看
板事業に使用している全ての固定資産と一体となっ
てキャッシュ・フローを生成していることから、こ
れらを一つの資産グループとしております。 
 また、処分予定資産については、退去または撤去
の意思決定を行ったことから、帳簿価額を回収可能
価額にまで減額し、特別損失に計上しております。 
 その内訳は次のとおりであります。 
                       

科目   金額（千円）

建物附属設備 390

工具器具備品 3,361

ソフトウェア 322

合計 4,074

 なお、当該資産の回収可能価額は、正味売却価額
または使用価値により測定しております。正味売却
価額は売却予定額とし、使用価値はその価値を零と
しております。



(株主資本等変動計算書関係) 

当事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、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 

  
該当事項はありません。 

  
３ 新株予約権等に関する事項 

 
  

４ 配当に関する事項 
  該当事項はありません。 

  

(キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 50,285 30 ― 50,315

内訳
目的となる 
株式の種類

当事業 
年度末残高 
（千円）

平成18年ストック・
オプションとしての
新株予約権

    ― 7,058

合計 7,058

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

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
 

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19年３月31日)

現金及び預金勘定 1,508,607千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △50,011千円

現金及び現金同等物 1,458,596千円



(リース取引関係) 

  

 
  

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３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

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

 
 

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)

建物附属設備 18,784 2,749 16,034

工具器具備品 121,998 65,098 56,899

合計 140,782 67,848 72,933

 

 

(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

 
 

(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 16,688千円

１年超 57,606千円

合計 74,294千円

 

 

(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

 
 

(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 29,881千円

減価償却費相当額 26,940千円

支払利息相当額 3,008千円

 

(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

(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

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

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 450千円

合計 1,126千円

(減損損失について) 

        ―――――――

(減損損失について) 

リース資産に配分された減損損失はありません。



(有価証券関係) 

１ 当事業年度中に売却したその他有価証券 

 
  

２ 時価評価されていない有価証券 

  

 
  

３ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の貸借対照表日後における償還予定額 

前事業年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 
  

当事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

    該当事項はありません。 

  

区分
前事業年度

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

売却額(千円) 11,393 ―

売却益の合計額(千円) 5,198 ―

売却損の合計額(千円)     ― ―

区分

前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度 
（平成19年３月31日）

貸借対照表計上額(千円) 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 1,200

  合計 1,200 1,200

区分
１年以内 
(千円)

１年超５年以内
(千円)

５年超10年以内
(千円)

10年超 
(千円)

満期保有目的の債券

 その他 160,000 ― ― ―

合計 160,000 ― ― ―



(デリバティブ取引関係) 

１ 取引の状況に関する事項 

  

 
  

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(1) 取引の内容

 当社は金利スワップ取引を利用しております。

(1) 取引の内容 

  同左

(2) 取引に対する取組方針

 当社の金利スワップ取引は将来の金利変動リスクを

小限にとどめる目的で行なっており、投機的な取引

は行なわない方針であります。

(2) 取引に対する取組方針 

  同左

(3) 取引の利用目的

 当社は借入金について将来の金利変動リスクを回避

する目的で金利スワップを利用しております。

 なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行

なっております。

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。

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。

③ ヘッジ会計方針

 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。

④ ヘッジの有効性評価の方法

 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。

(3) 取引の利用目的 

  同左

(4) 取引に係るリスクの内容

 当社が利用している金利スワップ取引は、市場金利

の変動によるリスクはほとんどないものと認識してお

ります。また、取引の契約先は信用度の高い国内の銀

行であるため、相手先の契約不履行によるいわゆる信

用リスクはほとんどないものと判断しております。

(4) 取引に係るリスクの内容 

  同左

(5) 取引に係るリスク管理体制

 デリバティブ取引の管理体制としては、契約の締結

は取締役会の専決事項となっており、取引実行管理に

関する決裁報告を「職務権限規程」などに定めており

ます。

(5) 取引に係るリスク管理体制 

  同左



２ 取引の時価等に関する事項 

前事業年度（平成18年３月31日） 

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。 

  

当事業年度（平成19年３月31日） 

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。 

  

  (退職給付関係) 

前事業年度（平成18年３月31日） 

当社は中小企業退職金共済制度に加盟しており、当事業年度の費用認識した拠出額は8,332千円、

平成18年３月31日現在の共済掛金等合計額は16,129千円です。 

  

当事業年度（平成19年３月31日） 

当社は中小企業退職金共済制度に加盟しており、当事業年度の費用認識した拠出額は7,329千円、

平成19年３月31日現在の共済掛金等合計額は18,664千円です。 

  



(税効果会計関係) 

  

 
  

前事業年度 
(平成18年３月31日)

当事業年度
(平成19年３月31日)

 

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産(流動)

未払事業税 795千円

未払賞与 8,088千円

棚卸資産評価損 44,635千円

繰越欠損金 17,773千円

その他 1,138千円

繰延税金資産(流動)小計 72,431千円

繰延税金資産(固定)

減価償却費償却限度超過額 4,183千円

繰越欠損金 39,941千円

出資金 4,000千円

ゴルフ会員権 152千円

繰延税金資産(固定)小計 48,276千円

繰延税金資産の合計 120,708千円

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産(流動)

未払事業税 235千円

未払賞与 8,586千円

棚卸資産評価損 41,894千円

製品保証引当金 4,488千円

貸倒引当金 2,651千円

その他 633千円

繰延税金資産(流動)小計 58,488千円

評価性引当額 △44,888千円

繰延税金資産(流動)合計 13,600千円

繰延税金資産(固定)

減価償却費償却限度超過額 3,146千円

繰越欠損金 229,914千円

出資金 4,000千円

ゴルフ会員権 152千円

固定資産撤去費用 3,360千円

株式報酬費用 2,823千円

減損損失 1,629千円

その他 575千円

繰延税金資産(固定)小計 245,601千円

評価性引当額 △245,601千円

繰延税金資産(固定)合計 ― 千円

繰延税金資産合計 13,600千円

 

(2) 法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率と

の間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳
 
 法定実効税率 △40.0％

 (調整)

 交際費等永久に損金に 
 算入されない項目

2.1％

 住民税均等割 0.4％

 その他 0.4％

 税効果会計適用後の法人税等の
 負担率

△37.1％

(2) 法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率と

の間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳

法定実効税率 △40.0％

(調整)

交際費等永久に損金に
 算入されない項目

0.5％

住民税均等割 0.2％

評価性引当額の増加 62.6％

その他 0.0％

税効果会計適用後の法人税等の
 負担率

23.3％



(ストック・オプション等関係) 

当事業年度(自平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 １．ストックオプションに係る当事業年度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） 7,780千円 

       ※なお、当事業年度において、新株予約権の失効があったため、特別利益として新株予約権戻入益721千円を

計上しております。 

 ２．ストックオプションの内容、規模及びその変動状況 

(1)ストック・オプションの内容 

 
  

 
（注）１ 株式数に換算して記載しております 

 ２ 平成16年３月19日付をもって株式１株を３株に分割しているため、分割後の株式に換算して 

   記載しております。 

 ３ 平成17年９月15日付をもって株式１株を５株に分割してしているため、分割後の株式に換算して 

   記載しております。 

 ４ ①行使時において、当社の取締役、監査役または従業員であることを要する。 

   ただし、本新株予約権者が当社の取締役または監査役を任期満了により退任した場合および 

   当社の従業員を定年により退職した場合は、この限りではない。 

   ②一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る。 

   ③その他の条件については、本決議に基づき、当社と個別の本新株予約権者との間で締結する 

   本新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。 

(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況 

当事業年度（平成19年３月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オ

プションの数については、株式数に換算して記載しております。 

   ①ストック・オプションの数 

新株引受権 第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権

付与対象者区分及び人
数

当社取締役 １名 
当社従業員 10名

当社取締役 2名
当社監査役 3名 
当社従業員 6名 
社外顧問弁護士1名

当社監査役 1名
当社従業員 4名 
当社顧問税理士1名

当社従業員 6名

株式の種類及び付与数
普通株式 570株 
(注)２(注)３

普通株式 510株
(注)２(注)３

普通株式 165株
(注)２(注)３

普通株式 135株
(注)２(注)３

付与日 平成13年６月28日 平成14年６月26日 平成15年３月13日 平成15年６月25日

権利確定条件
権利確定条件は付さ
れておりません

権利確定条件は付さ
れておりません

権利確定条件は付さ
れておりません

権利確定条件は付さ
れておりません

対象勤務期間
対象勤務期間の定め
はありません。

対象勤務期間の定め
はありません。

対象勤務期間の定め
はありません。

対象勤務期間の定め
はありません。

権利行使期間
平成15年６月29日か
ら平成18年６月28日

平成16年６月27日か
ら平成19年６月26日

平成17年３月14日か
ら平成20年３月13日

平成17年６月26日か
ら平成20年６月25日

第４回新株予約権 第５回新株予約権 第６回新株予約権 第７回新株予約権

付与対象者区分及び人
数

当社従業員  9名 当社従業員 5名
当社取締役 1名
当社従業員 1名

当社監査役  3名
当社従業員  19名

株式の種類及び付与数
普通株式 160株
(注)３

普通株式 75株
(注)３

普通株式 285株
(注)３

普通株式 485株
(注)３

付与日 平成16年３月16日 平成16年５月22日 平成16年６月25日 平成18年６月21日

権利確定条件 (注)４ (注)４ (注)４ (注)４

対象勤務期間
自平成16年３月16日 
至平成18年３月16日

自平成16年５月22日 
至平成18年３月16日

自平成16年６月25日 
至平成19年６月25日

自平成18年６月21日 
至平成20年６月24日

権利行使期間
平成18年３月17日か
ら平成21年３月16日

平成18年３月17日か
ら平成21年３月16日

平成19年６月26日か
ら平成22年６月25日

平成20年６月25日か
ら平成23年６月24日



 
  

 
  

   ②単価情報 

 
  

 
   (注) 権利行使価格は、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９月15日付をもって

新株引受権 第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権

権利確定前  （株）

 前事業年度末 ― ― ― ―

 付与 ― ― ― ―

 失効 ― ― ― ―

 権利確定 ― ― ― ―

 未確定残 ― ― ― ―

権利確定後  （株）

 前事業年度末 195 105 120 45

 権利確定 ― ― ― ―

 権利行使 30 ― ― ―

 失効 165 ― 30 ―

 未行使残 ― 105 90 45

第４回新株予約権 第５回新株予約権 第６回新株予約権 第７回新株予約権

権利確定前  （株）

 前事業年度末 ― ― 15 ―

 付与 ― ― ― 485

 失効 ― ― ― 45

 権利確定 ― ― ― ―

 未確定残 ― ― 15 440

権利確定後  （株）

 前事業年度末 80 75 ― ―

 権利確定 ― ― ― ―

 権利行使 ― ― ― ―

 失効 ― 15 ― ―

 未行使残 80 60 ― ―

新株引受権 第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権

権利行使価格（円）  
（注）

80,000 80,000 93,334 93,334

行使時平均株価（円） 98,350 ― ― ―

付与日における公正な
評価単価（円）

― ― ― ―

第４回新株予約権 第５回新株予約権 第６回新株予約権 第７回新株予約権

権利行使価格（円）  
（注）

94,000 94,000 128,000 91,371

行使時平均株価（円）         ― ― ― ―

付与日における公正な
評価単価（円）

― ― ― 41,519



次へ 

株式１株を５株に分割しているため、権利行使価格の調整を行っています。 

 ３．ストックオプションの公正な評価単価の見積方法 

当事業年度（平成19年３月期）において付与されたストック・オプションについての公正な評価単

価の見積方法は以下のとおりです。 

   ①使用した評価技法      ブラック・ショールズ式 

   ②主な基礎数値及び見積方法 

 
(注) １ １年３ヶ月間（平成17年4月から平成18年６月まで）の株価実績に基づいて算定しております。 

(注) ２ 十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積もりが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使され

るものと推定して見積もっております。 

(注) ３ 平成17年３月期の配当実績（平成17年９月15日の株式分割（1：5）反映後）によっております。 

(注) ４ 予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。 

  

 ４．ストックオプションの権利確定数の見積方法 

基本的には、将来の失効数の合理的な見積もりは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方

法を採用しております。 

  

(持分法損益等) 

  

 
  

(関連当事者との取引） 

前事業年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

平成18年ストック・オプション

株価変動性     （注）１ 84％

予想残存期間    （注）２ 3.5年

予想配当      （注）３ 200円/株

無リスク利子率   （注）４ 0.99％

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

関連会社が存在しないため、記載しておりません。  同左



(１株当たり情報) 

  

   
(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

   

 
   

項目
前事業年度

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 24,088円91銭 12,756円82銭

１株当たり当期純損失 3,278円93銭 11,365円88銭

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益

新株予約権等の権利が存在しますが、

１株当たり当期純損失であるため記載し

ておりません。

当社は、平成17年9月15日付で普通株式

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

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。

項目
前事業年度

(平成18年３月31日)
当事業年度 

(平成19年３月31日)

貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) － 648,918

普通株式に係る純資産額(千円) － 641,859

差額の主な内訳(千円) 
 新株予約権

－ 7,058

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株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の
数（株）

－ 50,315



２ １株当たり当期純損失 

 
  

(重要な後発事象) 

  

 
  

項目
前事業年度

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

当期純損失(千円) 162,986 571,851

 普通株主に帰属しない金額 
 (千円)

― ―

普通株式に係る当期純損失
(千円) 

162,986 571,851

普通株式の期中平均株式数(株) 49,707 50,313

希薄化効果を有しないため、潜

在株式調整後１株当たり当期純

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（２）新
株予約権等の状況に記載のとおりです。

(1)新株予約権付社債

第1回無担保転換社債型新株予約権付 
社債（額面金額300,000千円）

第2回無担保転換社債型新株予約権付
社債（額面金額700,000千円）
(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440 株)

これらの詳細については、第５ 経理
の状況 ２ 財務諸表等 （１) 財務諸表
⑥ 附属明細表の社債明細表又は第４ 提
出会社の状況 １ 株式等の状況（２）
新株予約権等の状況に記載のとおりで
す。

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

（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

 （資本準備金の減少及び剰余金の処分）    

 当社は、平成19年５月31日開催の取締役会におい

て、平成19年６月28日開催の定時株主総会にて資本準

備金の減少及び剰余金の処分に関する議案を付議する

ことを決議し、同案は下記のとおり原案通り承認可決

されました。 

１ 資本準備金の減少及び剰余金処分の目的   

 当社は当事業年度において大幅な純損失を計上いた

しましたが、資本準備金の取崩しを行い繰越利益剰余

金の損失補填に充て、早期復配体制の実現を目指すも

のであります。 

２ 資本準備金の減少及び剰余金の処分の内容  

 (1) 資本準備金の減少額及び処分する剰余金の額 

 資本準備金586,407,000円のうち、467,522,628円

を減少し、同額をその他資本剰余金といたします。 

 また、上記その他資本剰余金から467,522,628円を

繰越利益剰余金に振替えます。 

 (2) 資本準備金の減少及び剰余金処分の方法    

 発行済株式の変更は行わず、資本準備金額及び剰余

金金額のみを増減する方法によります。 

 (3) 効力発生日 

 平成19年６月29日



⑥ 【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

 有価証券の金額が資産の総額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則124条の規定により記載を省略
しております。 

  



【有形固定資産等明細表】 

  

 
(注) １ 当期減少額欄の（ ）は内数で、当期の減損損失計上額です。 

２ 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。 

工具器具備品  生産設備増加       19,929千円 

              デモ機計上         76,721千円 

レンタル資産  レンタル契約に伴う増加 38,665千円 

  

【社債明細表】 

  

 
(注) １ 前期末残高及び当期末残高の（）書は１年以内償還予定金額となっております。 

   ２ 新株予約権付社債に関する記載は次のとおりであります。 

資産の種類
前期末残高
(千円)

当期増加額 
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額 
又は償却 

累計額(千円)

当期償却額 
(千円)

差引当期末
残高 
(千円)

有形固定資産

建物附属設備 633 ―
390

(390)
243 243 119 ―

 工具器具備品 466,690 106,313
17,269
(3,361)

555,734 409,499 78,687 146,234

 レンタル資産 55,235 38,665 ― 93,900 57,500 14,189 36,400

有形固定資産計 522,558 144,978
17,659
(3,751)

649,877 467,242 92,995 182,635

無形固定資産

 ソフトウェア 19,079 2,414
322

(322)
21,171 12,060 3,662 9,111

 電話加入権 951 ― ― 951 ― ― 951

無形固定資産計 20,030 2,414
322

(322)
22,122 12,060 3,662 10,062

長期前払費用 8,455 ― ― 8,455 5,765 1,691 2,689

銘柄 発行年月日
前期末残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
(％)

担保 償還期限

第１回無担保転換社債型 
新株予約権付社債

平成18年 
11月30日

      ―
    （ ― ）

     300,000
    （ ― ）

    年
     ―

無担保
平成23年
11月30日

第２回無担保転換社債型 
新株予約権付社債

平成18年 
11月30日

      ―
    （ ― ）

     700,000
    （ ― ）

   年
     ―

無担保
平成23年
11月30日

第１回 
無担保社債

平成14年 
10月25日

100,000
（ ― ）

100,000
（100,000）

年
0.7

無担保
平成19年
10月25日

第２回 
無担保社債

平成15年 
９月30日

12,500
（12,500）

―
（ ― ）

年
0.3

無担保
平成18年
９月29日

第３回 
無担保社債

平成15年 
10月10日

100,000
（100,000）

―
   （ ―  ）

年
0.8

無担保
平成18年
10月10日

第４回 
無担保社債

平成16年 
７月26日

100,000
（ ― ）

100,000
（ ― ）

年
1.4

無担保
平成21年
７月24日

第５回 
無担保社債

平成16年 
12月22日

100,000
（ ― ）

100,000
（ ― ）

年
1.0

無担保
平成21年
12月22日

第６回 
無担保社債

平成16年 
12月27日

100,000
（ ― ）

100,000
（ ― ）

年
1.1

無担保
平成21年
12月25日

第７回 
無担保社債

平成16年 
12月30日

100,000
（ ― ）

100,000
（100,000）

年
0.6

無担保
平成19年
12月28日

第８回 
無担保社債

平成17年 
9月30日

450,000
（100,000）

350,000
（100,000）

年
0.6

無担保
平成22年
9月30日

合計    ―
1,062,500

（212,500）
1,850,000

（300,000）
―     ―     ―

銘柄 第１回 第２回

発行すべき株式 普通株式 普通株式



 
 （注）本新株予約権1個の行使に際してする出資の目的とされる財産は、当該新株予約権に係る本社債と

し、当該本社債の価額は、当該本社債の満期日である平成23年11月30日の償還価額と同額とします。ただし、

交付株式数に転換価額61,800円を乗じた額（ただし、転換価額の調整が行われた場合は調整後の転換価額）を

乗じた額が、行使請求する本新株予約権に係る本社債の満期日の償還価額を下回る場合には、本新株予約権1

個の行使に際してする出資の目的とされる財産は、当該本新株予約権に係る当該差額部分を除いたものとし、

この場合の当該本社債の価額は、当該本社債の満期日の償還価額から当該差額を差し引いた額とします。  

  

３ 社債の決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりであります。 

 
【借入金等明細表】 

  

 
(注) １ 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。 

２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであ

ります。 

  

 
  

【引当金明細表】 

 
（注）貸倒引当金の当期減少額（その他）は、洗替による戻入額であります。 

  

  

新株予約権の発行価額（円） 無償 無償

株式の発行価格（円） 61,800 61,800

発行価額の総額（千円） 300,000 700,000

新株予約権の行使により発行した 
株式の発行価額の総額（千円）

― ―

新株予約権の付与割合（％） 100 100

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

平成20年12月１日から 
平成23年11月29日まで

１年以内 
(千円)

１年超２年以内 
(千円)

２年超３年以内
(千円)

３年超４年以内
(千円)

４年超５年以内 
(千円)

300,000 100,000 400,000 50,000 1,000,000

区分
前期末残高 
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 30,000 ― ― ―

１年以内に返済予定の長期借入金 462,596 337,748 1.9 ―

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く。)

803,318 519,136 1.9
平成20年４月30日

～平成22年12月27日

その他の有利子負債 ― ― ― ―

合計 1,295,914 856,884 ― ―

１年超２年以内 
(千円)

２年超３年以内 
(千円)

３年超４年以内
(千円)

275,728 213,408 30,000

区分 前期末残高(千円) 当期増加額(千円)
当期減少額
(目的使用) 
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高(千円)

貸倒引当金 678 6,629           ― 678 6,629

製品保証引当金 ― 11,220 ― ― 11,220



(2) 【主な資産及び負債の内容】 

ａ 資産の部 

イ 現金及び預金 

  

 
  

ロ 受取手形 

(イ) 相手先別内訳 

  

 
  

(ロ) 期日別内訳 

  

 
  

区分 金額(千円)

現金 166

預金の種類

当座預金 34,312

普通預金 336,034

定期預金 238,094

譲渡性預金 900,000

計 1,508,441

合計 1,508,607

相手先 金額(千円)

  （株）マルハン 80,409

   （株）アクセス 17,606

（株）アサツー・ディ・ケイ 611

合計 98,627

期日 金額(千円)

平成19年３月満期 36,588

平成19年４月満期 25,821

平成19年５月満期 7,888

平成19年６月満期 28,329

合計 98,627



ハ 売掛金 

(イ) 相手先別内訳 
  

 
  

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 
  

 
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。 

  

ニ 製品 
  

 
  

相手先 金額(千円)

（株）セキネネオン 85,586

 明和観光（有） 43,995

（株）スパイススタイルアンドアソシエイツ 38,900

（株）静岡ジェイエイサービス 38,163

 住商リース（株） 33,154

 その他 179,237

合計 419,035

期首残高(千円) 
 

(Ａ)

当期発生高(千円)
 

(Ｂ)

当期回収高(千円)
 

(Ｃ)

当期末残高(千円)
 

(Ｄ)
 

回収率(％)

(Ｃ)
×100

(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)
(Ａ)＋(Ｄ)

２
(Ｂ)
365

798,285 2,126,371 2,505,621 419,035 85.7 104

区分 金額(千円)

ポールビジョン大型 112,492

ポールビジョン小型  0

サイバービジョン屋外 382,784

サイバービジョン屋内 174,367

A－Line 16,114

タイムスリット 22

その他 939

合計 686,720



ホ 原材料 
  

 
  

へ 仕掛品 
  

 
  

ト 長期性預金 
  

 
  

区分 金額(千円)

ポールビジョン大型部材 34,898

ポールビジョン小型部材 83

サイバービジョン屋外部材 230,564

サイバービジョン室内部材 445,878

A－Line部材 6,613

タイムスリット部材 1,453

その他 4,351

合計 723,844

区分 金額(千円)

サイバービジョン屋外部材 99

合計 99

区分 金額(千円)

定期預金 128,005

合計 128,005



ｂ 負債の部 

イ 支払手形 

(イ) 相手先別内訳 
  

 
  

(ロ) 期日別内訳 
  

 
  

ロ 買掛金 

  

 
  

(3) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

相手先 金額(千円)

アンデス電気（株） 52,310

（株）マスター 35,635

関東電気（株） 18,151

スズデン（株） 13,841

デンセイ・ラムダ（株） 11,970

その他 72,530

合計 204,440

期日別 金額(千円)

平成19年３月満期 26,002

  〃  ４月 〃  33,827

  〃  ５月 〃  48,614

  〃  ６月 〃  51,759

  〃  ７月 〃  44,235

合計 204,440

相手先 金額(千円)

（株）マクニカ 35,010

（株）セキネネオン 23,766

アンデス電気（株） 11,273

マスター（株） 10,518

日亜化学工業(株) 10,177

その他 74,208

合計 164,954



第６ 【提出会社の株式事務の概要】 

 
       

  

  

  

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

株券の種類 １株券、10株券

剰余金の配当の基準日 ３月31日、９月30日

１単元の株式数 １株

株式の名義書換え

  取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部

  株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱UFJ信託銀行株式会社

  取次所 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店

  名義書換手数料 無料

  新券交付手数料 無料

単元未満株の買取り

  取扱場所  ―

  株主名簿管理人  ―

  取次所  ―

  買取手数料  ―

公告掲載方法

当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によっ
て電子公告による公告をすることが出来ない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 
公告掲載URL 
http://www.avix.co.jp

株主に対する特典 該当事項はありません。



第７ 【提出会社の参考情報】 

１ 【提出会社の親会社等の情報】 

当社には親会社等はありません。 

  

２ 【その他の参考情報】 

当事業年度の開始日から有価証券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。

(5)半期報告書
事業年度 
(第18期)

自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日

平成18年12月15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期事業年度の財務諸表、す

なわち、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監

査を行った。この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、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に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。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって

行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として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企業会計の基準に準拠し

て、アビックス株式会社の平成18年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成

績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に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18年６月30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(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。



独立監査人の監査報告書 
 

  

 

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期事業年度の財務諸表、

すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表に

ついて監査を行った。この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、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に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。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって

行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として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企業会計の基準に準拠し

て、アビックス株式会社の平成19年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成

績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に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19年６月28日開催の定時株主総会において資本準備

金の減少及び剰余金の処分を決議している。 

  

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19年６月28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(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。
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