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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成19年6月29日に提出いたしました第50期（自　平成18年4月1日　至　平成19年3月31日）有価証券報告

書の記載事項の一部に誤り及び追加事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報

告書を提出するものであります。

　

２ 【訂正事項】

　　第一部　企業情報

　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

　　　　(8)　ストックオプション制度の内容

　　  第５　経理の状況

　　　　１　連結財務諸表等

　　　　（1）　連結財務諸表

　　　　　注記事項

　　　　　（ストック・オプション関係等）

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。
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第一部【企業情報】

第４　【提出会社の状況】

　１【株式等の状況】

（訂正前）

　（1）　<省略>

　（2）【新株予約権等の状況】

　　　　　旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

　　　　　平成17年6月24日定時株主総会決議

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)

新株予約権の数(個)
　①　　　  1,790
  ②           60

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(株)
　①　　　179,000
  ②　　　  6,000

同左

新株予約権の行使時の払込金額(円)
  　 １株につき2,342
　 　１株につき2,490

    　　　　同左

新株予約権の行使期間
 自　平成20年7月 1日
 至　平成25年6月30日

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(円)

　①　発行価格    2,342
　　　資本組入額  1,171
　②　発行価格　　2,490
　　　資本組入額　1,245 

      　　　同左
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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)

新株予約権の行使の条件

　　新株予約権の発行時におい

て当社の取締役、監査役、

従業員であった新株予約

権者は、新株予約権行使

時においても、当社の取

締役、監査役もしくは従

業員であることを要す

る。ただし、当社の取締役

もしくは監査役を任期満

了により退任した場合、

その他正当な理由があり

当社取締役会の承認を得

た場合はこの限りではな

い。

　　新株予約権の発行時におい

て当社と顧問契約を締結

している顧問であった新

株予約権者は、新株予約

権の行使時において、当

社の取締役、監査役、従業

員、嘱託社員または顧問

であることを要する。た

だし、当該新株予約権者

が新株予約権行使時にお

いて、当社の取締役、監査

役、従業員、嘱託社員また

は顧問のいずれでもない

場合であっても、新株予

約権の行使に先立ち、当

該行使にかかる新株予約

権の数及び行使の時期に

つき、当社取締役会の承

認を得た場合にはこの限

りではない。

　　新株予約権者が死亡した場

合は、相続人がこれを行

使できるものとする。た

だし、④に規定する「新

株予約権割当契約」に定

める条件による。

　　そのほかの条件は、株主総

会及び新株予約権発行の

取締役会決議に基づき、

当社と新株予約権者との

間で締結する「新株予約

権割当契約」に定めると

ころによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡、質入れその他の処分は
認めないものとする。

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

─ ─

  ①平成17年7月21日取締役会決議

  ②平成17年9月20日取締役会決議

  (3)～(7)　<省略>
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(8) 【ストックオプション制度の内容】

① <省略>

　
② 会社法に基づき、下記の付与対象者に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行するこ 

     とを、平成19年６月29日の定時株主総会において特別決議されたものであります。当該制度の 

     内容は次のとおりであります。

決議年月日 平成19年６月29日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役及び使用人ならびに当社子会社の取締役及び使用人(注）1

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数(株) 200,000株を上限とする（注）2

新株予約権の行使時の払込金額 (注)3、4

新株予約権の行使期間 平成22年７月１日から平成27年６月30日まで

新株予約権の行使の条件

①　新株予約権の割当てを受けたものは、新株予約権行使時において
　　も、当社の取締役及び使用人ならびに当社子会社の取締役及び使用　
　　人であることを要する。 
    ただし、当社又は当社子会社の取締役を任期満了により退任した場 
    合、その他正当な理由のある場合にはこの限りではない。
②　新株予約権者が死亡した場合は、相続人が新株予約権割当契約書に 
    定めるところにより権利を行使できるものとする。
③　そのほかの権利行使の条件は、新株予約権割当契約書に定めるとこ  
    ろによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

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

─

(注) １  付与対象者の区分及び人数の詳細は当定時株主総会後の取締役会で決議いたします。 

２　　当社が新株予約権を発行する日（以下「発行日」という。）以降、当社が当社普通株式につき株式分割又は株

式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、１株未満の端数は切り捨てる。新株予約権の目

的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数を乗じ

た数とする。調整後株式数＝調整前株式数×分割又は併合の比率

　また、発行日以降、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事

由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約

権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数

を乗じた数といたします。

３　　各新株予約権の行使に際して払込をなすべき額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式１株

当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とする。

　行使価額は新株予約権の発行日の属する月の前月の各日（取引が成立していない日を除く）における大阪

証券取引所における当社普通株式普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、１円未満の端数は切り

上げます。

　ただし、当該価格が新株予約権発行日の終値（取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値）を下回

る場合は、当該終値といたします。

４　①当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株を発行または自己株式を処分する場合(新株予約権の

行使、「商法等の一部を改正する等の法律」（平成13年法律79号）附則第5条第2項の規定に基づく自己株式

の譲渡、「商法等の一部を改正する法律」（平成13年法律第128号）附則第6条第1項の規定に基づく新株引受

権権の行使の場合を除く。）は、次の算式により発行価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げま

す。

既発行株式数＋
新株発行(処分)株式数×１株あたり払込金額

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１株当たり時価

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数

      なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済み株式数から当社が保有する自己株式を控

除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式」を「処分する自己株式数」に読み替えるも

のといたします。

    ②当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の分割または併

合の比率に応じ比例的に調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。

③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、

合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものといたします。
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（訂正後）

　 (1)　<省略>

 (2) 【新株予約権等の状況】

旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

  平成17年6月24日定時株主総会決議

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)

新株予約権の数(個)
　①　　　  1,790
  ②           60

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(株)
　①　　　179,000
  ②　　　  6,000

同左

新株予約権の行使時の払込金額(円)
  　 １株につき2,350
 　 　１株につき2,499

    同左

新株予約権の行使期間
 自　平成20年7月 1日
 至　平成25年6月30日

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(円)

　①　発行価格    2,350
　　　資本組入額  1,175
 　②　発行価格　　2,499
 　　　資本組入額　1,250 

      同左
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　 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)

新株予約権の行使の条件

　　新株予約権の発行時におい

て当社の取締役、監査役、

従業員であった新株予約

権者は、新株予約権行使

時においても、当社の取

締役、監査役もしくは従

業員であることを要す

る。ただし、当社の取締役

もしくは監査役を任期満

了により退任した場合、

その他正当な理由があり

当社取締役会の承認を得

た場合はこの限りではな

い。

　　新株予約権の発行時におい

て当社と顧問契約を締結

している顧問であった新

株予約権者は、新株予約

権の行使時において、当

社の取締役、監査役、従業

員、嘱託社員または顧問

であることを要する。た

だし、当該新株予約権者

が新株予約権行使時にお

いて、当社の取締役、監査

役、従業員、嘱託社員また

は顧問のいずれでもない

場合であっても、新株予

約権の行使に先立ち、当

該行使にかかる新株予約

権の数及び行使の時期に

つき、当社取締役会の承

認を得た場合にはこの限

りではない。

　　新株予約権者が死亡した場

合は、相続人がこれを行

使できるものとする。た

だし、④に規定する「新

株予約権割当契約」に定

める条件による。

　　そのほかの条件は、株主総

会及び新株予約権発行の

取締役会決議に基づき、

当社と新株予約権者との

間で締結する「新株予約

権割当契約」に定めると

ころによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡、質入れその他の処分は
認めないものとする。

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

─ ─

 ① 平成17年7月21日取締役会決議

 ② 平成17年9月20日取締役会決議

  (3)～(7)　<省略>
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(8) 【ストックオプション制度の内容】

① <省略>

　
② 当社はストックオプション制度を採用しております。 

当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社取締役、執行役員及び従業員に対

して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成18年６月28日の定時株主総会において

特別決議されたものであります。当該制度の内容は次のとおりであります。

決議年月日 平成18年６月28日

付与対象者の区分及び人数 取締役、執行役員及び従業員（注）1

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数(株) 100,000株を上限とする（注）2

新株予約権の行使時の払込金額  (注)3、4

新株予約権の行使期間 平成21年７月１日から平成26年６月30日まで

新株予約権の行使の条件

①　新株予約権の発行時において当社又は当社関係会社の取締役、執行役

員及び従業員であった新株予約権者は、新株予約権行使時において

も、当社の取締役、執行役員及び従業員であることを要する。ただし、

当社又は当社関係会社の取締役を任期満了により退任した場合、そ

の他正当な理由のある場合にはこの限りではない。

②　新株予約権者が死亡した場合は、相続人が新株予約権割当契約書に定

めるところにより権利を行使できるものとする。

③　そのほかの権利行使の条件は、新株予約権割当契約書に定めるところ

による。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

(注) １　付与対象者の区分及び人数の詳細は当定時株主総会後の取締役会で決議いたします。

　　 ２　　当社が新株予約権を発行する日（以下「発行日」という。）以降、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式

併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、１株未満の端数は切り捨てる。新株予約権の目的

たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数を乗じた

数とする。調整後株式数＝調整前株式数×分割又は併合の比率 

　また、発行日以降、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事

由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約

権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数

を乗じた数といたします。 

　　 ３　　各新株予約権の行使に際して払込をなすべき額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式１株当

たりの払込金額(以下、「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とする。 

　行使価額は新株予約権の発行日の属する月の前月の各日（取引が成立していない日を除く）における大阪

証券取引所における当社普通株式普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、１円未満の端数は切り

上げます。 

　ただし、当該価格が新株予約権発行日の終値（取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値）を下回

る場合は、当該終値といたします。 

　　 ４　①当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株を発行または自己株式を処分する場合(新株予約権の行

使、「商法等の一部を改正する等の法律」（平成13年法律79号）附則第5条第2項の規定に基づく自己株式の

譲渡、「商法等の一部を改正する法律」（平成13年法律第128号）附則第6条第1項の規定に基づく新株引受権

権の行使の場合を除く。）は、次の算式により発行価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げます。

既発行株式数＋
新株発行(処分)株式数×１株あたり払込金額

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１株当たり時価

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数

　なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済み株式数から当社が保有する自己株式を控

除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式」を「処分する自己株式数」に読み替えるも

のといたします。 

②当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の分割または併

合の比率に応じ比例的に調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。 

③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、

合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものといたします。
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③ 会社法に基づき、下記の付与対象者に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行するこ 

     とを、平成19年６月29日の定時株主総会において特別決議されたものであります。当該制度の 

     内容は次のとおりであります。

決議年月日 平成19年６月29日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役及び使用人ならびに当社子会社の取締役及び使用人(注）1

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数(株) 200,000株を上限とする（注）2

新株予約権の行使時の払込金額 (注)3、4

新株予約権の行使期間 平成22年７月１日から平成27年６月30日まで

新株予約権の行使の条件

①　新株予約権の割当てを受けたものは、新株予約権行使時において
　　も、当社の取締役及び使用人ならびに当社子会社の取締役及び使用　
　　人であることを要する。 
    ただし、当社又は当社子会社の取締役を任期満了により退任した場 
    合、その他正当な理由のある場合にはこの限りではない。
②　新株予約権者が死亡した場合は、相続人が新株予約権割当契約書に 
    定めるところにより権利を行使できるものとする。
③　そのほかの権利行使の条件は、新株予約権割当契約書に定めるとこ  
    ろによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

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

─

(注) １  付与対象者の区分及び人数の詳細は当定時株主総会後の取締役会で決議いたします。 

２　　当社が新株予約権を発行する日（以下「発行日」という。）以降、当社が当社普通株式につき株式分割又は株

式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、１株未満の端数は切り捨てる。新株予約権の目

的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数を乗じ

た数とする。調整後株式数＝調整前株式数×分割又は併合の比率

　また、発行日以降、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事

由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約

権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数

を乗じた数といたします。

３　　各新株予約権の行使に際して払込をなすべき額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式１株

当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とする。

　行使価額は新株予約権の発行日の属する月の前月の各日（取引が成立していない日を除く）における大阪

証券取引所における当社普通株式普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、１円未満の端数は切り

上げます。

　ただし、当該価格が新株予約権発行日の終値（取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値）を下回

る場合は、当該終値といたします。

４　①当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株を発行または自己株式を処分する場合(新株予約権の

行使、「商法等の一部を改正する等の法律」（平成13年法律79号）附則第5条第2項の規定に基づく自己株式

の譲渡、「商法等の一部を改正する法律」（平成13年法律第128号）附則第6条第1項の規定に基づく新株引受

権権の行使の場合を除く。）は、次の算式により発行価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げま

す。

既発行株式数＋
新株発行(処分)株式数×１株あたり払込金額

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１株当たり時価

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数

      なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済み株式数から当社が保有する自己株式を控

除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式」を「処分する自己株式数」に読み替えるも

のといたします。

    ②当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の分割または併

合の比率に応じ比例的に調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。

③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、

合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものといたします。
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第５　【経理の状況】

　１【連結財務諸表等】

　(1)【連結財務諸表】

　　注記事項

　　(ストック・オプション関係等)

（訂正前）

当連結会計年度(自　平成18年4月1日　至　平成19年3月31日)

１　ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) <省略>

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

①　<省略>

②　単価情報
平成17年７月発行
新株予約権

平成17年９月発行 
新株予約権

決議年月日 平成17年6月24日 平成17年6月24日

権利行使価格(円) 2,342 2,490

行使時平均株価(円) ─ ─

付与日における公正な
評価単価（円）

─ ─

　　

　

（訂正後）

当連結会計年度(自　平成18年4月1日　至　平成19年3月31日)

１　ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) <省略>

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

①　<省略>　

②　単価情報
平成17年７月発行
新株予約権

平成17年９月発行 
新株予約権

決議年月日 平成17年6月24日 平成17年6月24日

権利行使価格(円) 2,350 2,499

行使時平均株価(円) ─ ─

付与日における公正な
評価単価（円）

─ ─
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