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第一部 【企業情報】
第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】
連結経営指標等
第23期
第24期
第23期
第24期
第３四半期連結 第３四半期連結 第３四半期連結 第３四半期連結
第23期
累計期間
累計期間
会計期間
会計期間
自 平成21年 自 平成22年 自 平成22年 自 平成23年 自 平成21年
８月１日
８月１日
２月１日
２月１日
８月１日
至 平成22年 至 平成23年 至 平成22年 至 平成23年 至 平成22年
４月30日
４月30日
４月30日
４月30日
７月31日

回次

会計期間
売上高

(千円)

5,603,435

3,098,827

2,097,255

1,548,196

8,356,392

経常損失（△）

(千円)

△ 8,650,498

△207,063

△ 5,704,906

△94,839

△9,214,658

四半期純利益又は四半期
(千円)
（当期）純損失(△)

△ 9,208,174

163,313

△ 5,889,272

△71,392

△8,704,757

238,106

70,981

純資産額

(千円)

―

― △ 28,806,197

総資産額

(千円)

―

―

21,617,856

12,849,344

15,296,269

(円)

―

―

△ 6,830.71

△2,994.47

△3,013.05

(円)

△ 2,183.15

18.13

△ 1,396.28

△7.93

△2,038.43

(円)

―

18.13

―

―

―

(％)

―

―

△ 133.3

1.8

0.4

(千円)

3,187,889

770,500

―

―

5,193,825

(千円)

△ 156,515

△241,733

―

―

163,029

(千円)

△ 3,443,985

△1,594,422

―

―

△4,819,254

(千円)

―

―

250,545

135,061

1,200,717

(名)

―

―

32

13

33

１株当たり純資産額
１株当たり四半期純利益
又は四半期（当期）純損
失(△)
潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益
自己資本比率
営業活動による
キャッシュ・フロー
投資活動による
キャッシュ・フロー
財務活動による
キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物
の期末残高
従業員数
(注) １
２

売上高には、消費税等は含まれておりません。
第23期第３四半期連結累計期間、第23期第３四半期連結会計期間、第24期第３四半期連結会計期間及び第23
期の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、１株当たり四半期（当期）純損失である
ため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】
当第３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容につ
いて、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社の異動については、「３

関係会社の状況」に記載しております。

３ 【関係会社の状況】
当第３四半期連結会計期間において、次の連結子会社を株式会社フェリーチェインベストメントに譲渡
しました。
名称

住所

株式会社アルデプロ住宅販売

東京都新宿区

資本金
又は出資金
（百万円）
10

主要な
事業の内容
不動産再活事業

議決権の所有
（又は被所
有）割合
（％）
100.0

関係内容
当社の監査役１
名が監査役を兼
務

４ 【従業員の状況】
(1) 連結会社の状況
平成23年４月30日現在
従業員数(名)
(注) １
２

13

従業員数は就業人員であります。
従業員数が当第３四半期連結会計期間において20名減少しておりますが、これは、当社が子会社の株式会社
アルデプロ住宅販売の当社保有株式全株を譲渡し、同社が連結対象子会社でなくなったためであります。

(2) 提出会社の状況
平成23年４月30日現在
従業員数(名)
(注) １
２

13

従業員数は就業人員であります。
従業員数が当第３四半期連結会計期間において16名減少しておりますが、これは、株式会社アルデプロ住宅
販売への転籍による減少や従業員の退職による減少であります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【仕入及び販売の状況】
(1) 仕入実績
当第３四半期連結会計期間における仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
セグメントの名称

仕入高(千円)

前年同四半期比(％)

不動産再活事業

99,229

△47.7

―

―

99,229

△47.7

その他事業
合計
(注) １

上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 販売実績
当第３四半期連結会計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
セグメントの名称
不動産再活事業
その他事業
合計
(注) １
２

前年同四半期比
(％)

売上高(千円)
1,375,108

△28.5

173,088

△0.2

1,548,196

△26.2

上記の金額には消費税等は含まれておりません。
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は、次のとおりであります。
前第３四半期連結会計期間

当第３四半期連結会計期間

相手先
販売高(千円)
東急不動産株式会社
株式会社玉屋

割合(％)

販売高(千円)

割合(％)

1,259,887

60.1

―

―

―

―

960,430

62.0
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２ 【事業等のリスク】
当第３四半期連結会計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて、
重要な変更があった事項は以下に記載してあります。
なお、文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したものであ
ります。
(1)

継続企業の前提に関する重要事象等について

当社グループは、平成20年７月期連結会計年度から平成22年７月期連結会計年度まで３期連続で営業損
失、経常損失、当期純損失を計上しました。また、当第３四半期連結会計期間においても、営業損失73百
万円、経常損失94百万円、四半期純損失71百万円を計上しております。これらの状況により、継続企業の
前提に関する重要事象等が存在しております。
当社グループでは、前連結会計年度において、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法
所定の特定認証紛争解決手続（以下、「事業再生ＡＤＲ手続」といいます。）が成立し、また第三者割当
による普通株式、譲渡制限種類株式、優先株式の発行を行いました。これらにより、平成22年７月期にお
いて債務超過を解消しました。そして、開発事業等からの撤退、中古マンション再活事業への経営資源の
集中、営業エリアの首都圏への集中など事業再生計画を推進しております。
以上により、当社グループは、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しており
ます。
(2)

株式会社東京証券取引所による特設注意市場銘柄の指定継続について

当社の株式は、平成21年11月25日付で株式会社東京証券取引所から特設注意市場銘柄に指定されており
ましたが、平成22年11月25日付で、株式会社東京証券取引所から、特設注意市場銘柄の指定を継続する旨
の通知を受けました。
当社株式が特設注意市場銘柄に指定された日（平成21年11月25日）から３年を経過し、かつ、内部管理
体制等に引き続き問題があると認められた場合は、当社株式は上場廃止となります。

３ 【経営上の重要な契約等】
当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判
断したものであります。
(1)

経営成績の分析

当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、アジアを中心とする海外経済の改善や各種政策効果
等を背景に個人消費の持ち直しや企業収益の改善の兆しがみられたものの、平成23年３月11日に発生した
東日本大震災の影響により個人消費や企業の生産・輸出が一気に縮小し、厳しい状況が続いております。
当社が属する不動産業界におきましては、低金利や政府による住宅取得促進政策（住宅取得資金の贈与
税の非課税枠拡大、住宅版エコポイント制度）などにより、堅調に推移していたものの、平成23年４月の
首都圏新築マンションの発売戸数は2,336戸、前年同月比27.3％減、契約率は76.0％、同3.9ポイントのダ
ウンとなりました。また、首都圏の中古マンション市場につきましては、成約件数が平成23年２月まで３
カ月連続で前年を上回りましたが、平成23年３月は前年同月比19.2％減、４月も同14.4％減と減少に転じ
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ております。一方、主に法人向けの収益用不動産市況につきましては、平成23年４月の東京都心５区の
オフィスビルの平均空室率は8.92％と４カ月ぶりに８％台に改善したものの依然として高止まりしてお
り、また、金融機関による不動産向け融資の慎重姿勢の継続などの影響もあり概して低調でした。
こうした環境のなか、当社では収益用物件や土地、個人向け中古マンションの販売に注力してまいりま
した。個人向け中古マンションの販売は前年同期に比べて販売戸数、販売金額とも増加し比較的堅調に推
移したものの、法人向けの収益用不動産や土地などの販売が振るわず、売上高は15億48百万円（前年同期
比26.2％減）、営業損失は73百万円（前年同期は53億98百万円の営業損失）、経常損失は94百万円（前年
同期は57億4百万円の経常損失）、四半期純損失は71百万円（前年同期は58億89百万円の四半期純損失）
となりました。
なお、当社は平成22年６月29日に事業再生ＡＤＲ手続が成立し、同日付で事業再生計画の概要および事
業再生ＡＤＲ基準に基づく平成26年７月期までの経営数値を公表しております（平成22年６月29日付「事
業再生ＡＤＲ手続の成立に関するお知らせ」ご参照）。一方、平成23年４月26日に発表した当期の業績予
想数値は、上記の平成22年６月29日に公表した事業再生ＡＤＲ基準による事業再生計画の経営数値と乖離
しております。事業再生計画における経営数値は、当該合意時点において当社が保有している在庫物件を
平成23年７月期から３期間を通じて売却することとしており、特定の在庫物件を特定の年度に売却する計
画ではありません。当社が業績予想として発表する数値は、主に特定の物件の売却見込みを基礎とした利
益計画に基づく数値であり、このため、上記の事業再生ＡＤＲ手続上計画している経営数値と必ずしも一
致しておりません。また、同計画においては、事業再生計画の経営数値以外にも当該合意時点における金
融支援策、第三者割当増資、経営責任・株主責任等について合意しております。当社は事業再生ＡＤＲ手
続に合意した金融機関に対して事業再生計画の進捗状況について定期的に説明し、今後の事業の方向性等
について協議を進めており、各金融機関からはご理解をいただいております。今後、事業再生ＡＤＲ基準
に基づく計画に変更等が生じた場合には公表してまいります。

（セグメント別の概況）
セグメント別の業績を示すと次のとおりであります。
①

不動産再活事業

個人向けの中古マンション再活事業は前年同期に比べ販売戸数、販売金額とも減少しました。
一方、主に法人向けを対象とした収益用物件や土地などの売上は、買い手側に物件取得ニーズはあるも
のの、買い手に対する金融機関による不動産向け融資姿勢の厳格化の影響を受け、低調に推移しました。
以上から、不動産再活事業の売上高は13億75百万円（前年同期比28.5％減）、営業損失は10百万円（前
年同期は49億21百万円の営業損失）となりました。
②

その他事業

その他事業は、当社が保有する不動産物件の受取賃料収入、収入手数料等で構成されております。受取
賃料収入は保有不動産の売却に伴い減少しました。
以上から、その他事業売上高は、１億73百万円（前年同期比0.2％減）、営業利益は76百万円（前年同
期は１億34百万円の営業損失）となりました。

(2)

財政状態の分析

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、128億49百万円（前連結会計年度末比24億46百万円の
減少）となりました。主な理由としては、不動産商品の販売による商品の減少であります。
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当第３四半期連結会計期間末における負債は、126億11百万円（同26億14百万円の減少）となりまし
た。主な理由としては、不動産商品の販売に伴う短期借入金の減少であります。
当第３四半期連結会計期間末における純資産は、２億38百万円（同１億67百万円の増加）となりまし
た。主な理由としては、四半期純利益１億63百万円を計上したことに伴う利益剰余金の増加によるもので
あります。以上の結果、自己資本比率は1.8％となりました。

(3)

キャッシュ・フローの状況

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は１億35百万円と、第２四半期連結会
計期間末の残高２億94百万円と比べて１億59百万円の減少となりました。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動によるキャッシュ・フローは、９億70百万円の増加となりました。これは、たな卸資産の減少
による営業キャッシュ・フローの増加12億28百万円があったことなどによるものであります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動によるキャッシュ・フローは、２億49百万円の支出となりました。これは、連結範囲の変更を
伴う子会社株式の売却による支出が２億49百万円あったことによるものであります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動によるキャッシュ・フローは、８億81百万円の支出となりました。これは、物件の売却に伴う
短期借入金の減少８億81百万円によるものであります。

(4)

事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更
および新たに生じた課題はありません。

(5)

研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況
該当事項はありません。

(2) 設備の新設、除却等の計画
該当事項はありません。
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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】
種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

28,753,572

Ａ種優先株式

8,916

Ｂ種優先株式

26,701

Ｃ種優先株式

2,160,476

Ｄ種優先株式

2,160,410

Ｅ種優先株式

138,822

譲渡制限種類株式

1,818,182

計

35,067,079

② 【発行済株式】
種類
普通株式
Ａ種優先株式
Ｂ種優先株式
Ｃ種優先株式
Ｄ種優先株式
Ｅ種優先株式
計

第３四半期会計期間 提出日現在発行数 上場金融商品取引所
末現在発行数(株)
(株)
名又は登録認可金融
内容
(平成23年４月30日) (平成23年６月14日) 商品取引業協会名
東京証券取引所
単元株制度を採用しておりま
9,006,575
9,006,575
マザーズ
せん。
単元株制度を採用しておりま
8,916
8,916
―
せん。
（注）２，３
単元株制度を採用しておりま
―
せん。
26,701
26,701
（注）２，４
単元株制度を採用しておりま
―
せん。
2,160,476
2,160,476
（注）２，５
単元株制度を採用しておりま
―
せん。
2,160,410
2,160,410
（注）２，６
単元株制度を採用しておりま
138,822
138,822
―
せん。
（注）２，７
13,501,900

13,501,900

(注) １

―

―

「提出日現在発行数」欄には、平成23年６月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使によ
り発行された株式数は含まれておりません。
２ Ａ種ないしＥ種優先株式は、現物出資（借入金の株式化 27,203百万円）によって発行されたものでありま
す。
３ Ａ種優先株式の内容は次のとおりであります。
１. 剰余金の配当
(1) Ａ種優先配当金
当社は、期末配当金の支払いを行うときは、Ａ種優先株式を有する株主（以下「Ａ種優先株主」とい
う。）またはＡ種優先株式の登録株式質権者（以下「Ａ種優先登録株式質権者」という。）に対し、第
９項(1)の定める支払順位に従い、Ａ種優先株式１株につき下記(2)に定める額の金銭（以下「Ａ種優先
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配当金」という。）を支払う。但し、当該期末配当金にかかる基準日の属する事業年度中の日を基準日
として下記(3)に定めるＡ種優先中間配当金を支払ったときは、当該Ａ種優先中間配当金を控除した額
とする。
(2) Ａ種優先配当金の額
Ａ種優先配当金の額は、300,000円に、それぞれの事業年度毎に以下の年率（以下「Ａ種優先配当年
率」という。）を乗じて算出した額とする。但し、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を
四捨五入する。
2011年度および2012年度＝0.1%
2013年度および2014年度＝0.3%
2015年度以降＝0.5%
(3) Ａ種優先中間配当金
当社は、中間配当金の支払いを行うときは、Ａ種優先株主またはＡ種優先登録株式質権者に対し、第９
項(1)の定める支払順位に従い、上記(2)に定める額の２分の１を限度として、取締役会の決議で定める
額の金銭（以下「Ａ種優先中間配当金」という。）を支払うものとする。
(4) 非累積条項
Ａ種優先株主またはＡ種優先登録株式質権者に対して支払うＡ種優先株式１株当たりの剰余金の配当の
額がＡ種優先配当金の額に達しないときであっても、そのＡ種優先株式１株当たりの不足額は翌事業年
度以降に累積しない。
(5) 非参加条項
Ａ種優先株主またはＡ種優先登録株式質権者に対しては、Ａ種優先配当金を超えて剰余金の配当は行わ
ない。
２. 残余財産の分配
(1) Ａ種優先残余財産分配金
当社の残余財産の分配をするときは、第９項(2)の定める支払順位に従い、Ａ種優先株式１株につき、
300,000円を支払う。
(2) 非参加条項
Ａ種優先株主またはＡ種優先登録株式質権者に対しては、上記(1)のほか残余財産の分配は行わない。
３. 議決権
Ａ種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。
４. 普通株式を対価とする取得請求権
Ａ種優先株主は、2021年11月１日（当該日が営業日ではない場合には、翌営業日）の翌営業日以降2030
年７月28日（同日を含む。）までの間（以下「Ａ種転換請求期間」という。）いつでも、当社に対し
て、普通株式の交付と引換えに、その有するＡ種優先株式の全部または一部を取得することを請求する
ことができるものとし、当社はＡ種優先株主が取得の請求をしたＡ種優先株式を取得するのと引換え
に、次に定める数の普通株式を、当該Ａ種優先株主に対して交付するものとする。
(1) Ａ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数
Ａ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、転換請求にかかるＡ種優先株式の数に
300,000円を乗じて得られる額を、下記に定める取得価額で除して得られる数とする。なお、Ａ種優先
株式の取得と引換えに交付する普通株式の数に１株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるも
のとし、この場合においては、会社法第167条第３項に定める金銭の交付はしない。
(2) 取得価額
当初取得価額は、3,704円とする。
(3) 取得価額の調整
(a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。
①普通株式につき株式の分割または株式無償割当てをする場合、以下の算式により取得価額を調整す
る。なお、株式無償割当ての場合には、下記の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償
割当て前発行済普通株式数（但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。）」、「分割後発
行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数（但し、その時点で当社が保有する普通株式
を除く。）」とそれぞれ読み替える。
調整後取得価額＝調整前取得価額×

分割前発行済普通株式数
分割後発行済普通株式数

調整後の取得価額は、株式の分割にかかる基準日または株式無償割当ての効力が生ずる日（株式無
償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日）の翌日以降これを適用する。
②普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式により、取
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得価額を調整する。

調整後取得価額＝調整前取得価額×

併合前発行済普通株式数
併合後発行済普通株式数

③下記(d)に定める普通株式１株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または当社
が保有する普通株式を処分する場合（株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得され
る株式もしくは新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(3)において同
じ。）の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合または合併、株式交
換もしくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。）、次の算式（以下「取得価額調整
式」という。）により取得価額を調整する。調整後の取得価額は、払込期日（払込期間を定めた場
合には当該払込期間の最終日）の翌日以降、また、株主への割当てにかかる基準日を定めた場合は
当該基準日（以下「株主割当日」という。）の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普
通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社
が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する
普通株式の数」とそれぞれ読み替える。
新たに発行する普通株式の数×１株当たり払
込金額
普通株式１株当たりの時価
（発行済普通株式の数－当社が保有する普通株式の数）
＋新たに発行する普通株式の数

（発行済普通株式の数－当社
＋
が保有する普通株式の数）
調整後
調整前
＝
×
取得価額
取得価額

④当社に取得をさせることによりまたは当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式１
株当たりの時価を下回る普通株式１株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることがで
きる株式を発行または処分する場合（株式無償割当ての場合を含む。）、かかる株式の払込期日
（払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本④において同じ。）に、株式無償割当
ての場合にはその効力が生ずる日（株式無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日。以
下本④において同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日に、発行または処分される株式の
全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「１株
当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後の取得価額とする。調整後
の取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、
また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。
⑤行使することによりまたは当社に取得されることにより、普通株式１株当たりの新株予約権の払込
価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の合計額が下記(d)に定める普通株式１株当たり
の時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合（新
株予約権無償割当ての場合を含む。）、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場
合にはその効力が生ずる日（新株予約権無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日。以
下本⑤において同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが
当初の条件で行使されまたは取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式にお
いて「１株当たり払込金額」として普通株式１株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行
使に際して出資される財産の普通株式１株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整
後の取得価額とする。調整後の取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無
償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以
降、これを適用する。但し、本⑤による取得価額の調整は、当社の取締役、監査役または従業員に
対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されない
ものとする。
(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①および②のいずれかに該当する場合には、当社はＡ種優
先株主およびＡ種優先登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨ならびにその事由、調
整後の取得価額、適用の日およびその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行うも
のとする。
①合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、
吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継または新設
分割のために取得価額の調整を必要とするとき。
②前①のほか、普通株式の発行済株式の総数（但し、当社が保有する普通株式の数を除く。）の変更
または変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。
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(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を
四捨五入する。
(d) 取得価額調整式に使用する普通株式１株当たりの時価は、調整後転換価額を適用する日に先立つ45
取引日目に始まる連続する30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の
毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。また、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位を四捨五入する。）とする。
(e) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が１円未満に
とどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。
５. 金銭を対価とする取得請求権
Ａ種優先株主は、2015年11月１日以降2021年11月１日（当該日が営業日ではない場合には、翌営業日）
まで（以下「償還期間」という。）の毎年11月１日（当該日が営業日ではない場合には、翌営業日）、
法令上可能な範囲で、かつ下記(1)および(2)に定める上限の範囲内において、当社に対して、金銭の交
付と引換えに、その有するＡ種優先株式の全部または一部を取得することを請求（以下「償還請求」と
いう。）することができるものとし、当社はＡ種優先株主が償還請求をしたＡ種優先株式を取得するの
と引換えに、下記(3)に定める額（以下「任意償還価額」という。）の金銭を、当該Ａ種優先株主に対
して交付するものとする。なお、下記(1)および(2)に定める上限を超えて償還請求が行われた場合、取
得すべきＡ種優先株式は、償還請求が行われたＡ種優先株式の数に応じた按分比例の方法による。
(1) 任意償還価額の上限
Ａ種優先株主は、本項に基づくＡ種優先株主による償還請求がなされた日（以下「償還請求日」とい
う。）の前日における分配可能額が１億円を上回る場合に限り、当該上回る金額を任意償還価額の上限
として、償還請求をすることができる。
(2) 取得株式数の上限
Ａ種優先株主は、各償還請求日において、Ａ種優先株式1,784株を上限として、償還請求をすることが
できる。
(3) 任意償還価額
任意償還価額は、Ａ種優先株１株につき、300,000円とする。
６. 普通株式を対価とする取得条項
当社は、Ａ種転換請求期間中に取得請求のなかったＡ種優先株式の全部を、Ａ種転換請求期間の末日の
翌日以降いつでも、当社取締役会が別に定める日（以下「強制転換日」という。）が到来することをも
って普通株式の交付と引換えに取得するものとし、当社は、かかるＡ種優先株式を取得するのと引換え
に、かかるＡ種優先株式の数に300,000円を乗じて得られる額を、2030年７月28日における取得価額で
除して得られる数の普通株式をＡ種優先株主に対して交付するものとする。Ａ種優先株式の取得と引換
えに交付すべき普通株式の数に１株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取
扱う。
７. 金銭を対価とする取得条項
(1) 当社は、いつでも、当社取締役会が別に定める日（以下「強制償還日」という。）が到来することをも
って、法令上可能な範囲で、金銭の交付と引換えに、Ａ種優先株式の全部または一部を取得することが
できる。この場合、当社は、かかるＡ種優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める額（以下
「強制償還価額」という。）の金銭をＡ種優先株主に対して交付するものとする。なお、Ａ種優先株式
の一部を取得するときは、按分比例の方法による。
(2) 強制償還価額
強制償還価額は、Ａ種優先株式１株につき、300,000円とする。
８. 株式の併合または分割、募集株式の割当て等
(1) 当社は、Ａ種優先株式について株式の併合または分割は行わない。
(2) 当社は、Ａ種優先株主には募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受ける権利
を与えず、また株式無償割当てまたは新株予約権無償割当ては行わない。
９. 優先順位
(1) Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式、譲渡制限種類株式および
普通株式にかかる剰余金の配当の支払順位は、Ａ種優先株式にかかる剰余金の配当を第１順位とし、Ｂ
種優先株式、Ｃ種優先株式およびＤ種優先株式にかかる剰余金の配当を第２順位（それらの間では同順
位とし、Ｂ種優先株主の有するＢ種優先株式の数にＢ種優先配当金を乗じて得られる額、Ｃ種優先株主
の有するＣ種優先株式の数にＣ種優先配当金を乗じて得られる額およびＤ種優先株主の有するＤ種優先
株式の数にＤ種優先配当金を乗じて得られる額に応じて配当財産を割り当てる。）とし、Ｅ種優先株式
にかかる剰余金の配当を第３順位とし、譲渡制限種類株式および普通株式にかかる剰余金の配当を第４
順位（それらの間では同順位かつ同額とする。）とする。
(2) Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式、譲渡制限種類株式および
普通株式にかかる残余財産の分配の支払順位は、Ａ種優先株式にかかる残余財産の分配を第１順位と
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し、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式およびＤ種優先株式にかかる残余財産の分配を第２順位（それらの間では
同順位とし、Ｂ種優先株主の有するＢ種優先株式の数にＢ種優先残余財産分配金を乗じて得られる額、
Ｃ種優先株主の有するＣ種優先株式の数にＣ種優先残余財産分配金を乗じて得られる額およびＤ種優先
株主の有するＤ種優先株式の数にＤ種優先残余財産分配金を乗じて得られる額に応じて残余財産を割り
当てる。）とし、Ｅ種優先株式にかかる残余財産の分配を第３順位とし、譲渡制限種類株式および普通
株式にかかる残余財産の分配を第４順位（それらの間では同順位かつ同額とする。）とする。
(3) 本内容におけるＢ種優先配当金、Ｃ種優先配当金、Ｄ種優先配当金、Ｂ種優先残余財産分配金、Ｃ種優
先残余財産分配金およびＤ種優先残余財産分配金の用語は、いずれも定款第２章の２で定義される意味
で用いられる。
10. 会社法第322条第２項に規定する定款の定めの有無
種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めはありません。
11. 株主総会において議決権を有しない理由
資本の増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。
４

Ｂ種優先株式の内容は次のとおりであります。
１. 剰余金の配当
(1) Ｂ種優先配当金
当社は、期末配当金の支払いを行うときは、Ｂ種優先株式を有する株主（以下「Ｂ種優先株主」とい
う。）またはＢ種優先株式の登録株式質権者（以下「Ｂ種優先登録株式質権者」という。）に対し、第
８項(1)の定める支払順位に従い、Ｂ種優先株式１株につき下記(2)に定める額の金銭（以下「Ｂ種優先
配当金」という。）を支払う。但し、当該期末配当金にかかる基準日の属する事業年度中の日を基準日
として下記(3)に定めるＢ種優先中間配当金を支払ったときは、当該Ｂ種優先中間配当金を控除した額
とする。
(2) Ｂ種優先配当金の額
Ｂ種優先配当金の額は、300,000円に、それぞれの事業年度毎に下記の年率（以下「Ｂ種優先配当年
率」という。）を乗じて算出した額とする。但し、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を
四捨五入する。
2011年度および2012年度＝0.1%
2013年度および2014年度＝0.3%
2015年度以降＝0.5%
(3) Ｂ種優先中間配当金
当社は、中間配当金の支払いを行うときは、Ｂ種優先株主またはＢ種優先登録株式質権者に対し、第８
項(1)の定める支払順位に従い、上記(2)に定める額の２分の１を限度として、取締役会の決議で定める
額の金銭（以下「Ｂ種優先中間配当金」という。）を支払うものとする。
(4) 非累積条項
Ｂ種優先株主またはＢ種優先登録株式質権者に対して支払うＢ種優先株式１株当たりの剰余金の配当の
額がＢ種優先配当金の額に達しないときであっても、そのＢ種優先株式１株当たりの不足額は翌事業年
度以降に累積しない。
(5) 非参加条項
Ｂ種優先株主またはＢ種優先登録株式質権者に対しては、Ｂ種優先配当金を超えて剰余金の配当は行わ
ない。
２. 残余財産の分配
(1) Ｂ種優先残余財産分配金
当社の残余財産の分配をするときは、第８項(2)の定める支払順位に従い、Ｂ種優先株式１株につき、
300,000円（以下「Ｂ種優先残余財産分配金」という。）を支払う。
(2) 非参加条項
Ｂ種優先株主またはＢ種優先登録株式質権者に対しては、上記(1)のほか残余財産の分配は行わない。
３. 議決権
Ｂ種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。
４. 普通株式を対価とする取得請求権
Ｂ種優先株主は、2011年７月28日以降2020年７月28日（同日を含む。）までの間（以下「Ｂ種転換請求
期間」という。）いつでも、当社に対して、普通株式の交付と引換えに、その有するＢ種優先株式の全
部または一部を取得することを請求することができるものとし、当社はＢ種優先株主が取得の請求をし
たＢ種優先株式を取得するのと引換えに、次に定める数の普通株式を、当該Ｂ種優先株主に対して交付
するものとする。
(1) Ｂ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数
Ｂ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、転換請求にかかるＢ種優先株式の数に
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300,000円を乗じて得られる額を、下記に定める取得価額で除して得られる数とする。なお、Ｂ種優先
株式の取得と引換えに交付する普通株式の数に１株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるも
のとし、この場合においては、会社法第167条第３項に定める金銭の交付はしない。
(2) 取得価額
当初取得価額は、3,704円とする。
(3) 取得価額の調整
(a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。
①普通株式につき株式の分割または株式無償割当てをする場合、以下の算式により取得価額を調整す
る。なお、株式無償割当ての場合には、下記の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償
割当て前発行済普通株式数（但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。）」、「分割後発
行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数（但し、その時点で当社が保有する普通株式
を除く。）」とそれぞれ読み替える。

調整後取得価額＝調整前取得価額×

分割前発行済普通株式数
分割後発行済普通株式数

調整後の取得価額は、株式の分割にかかる基準日または株式無償割当ての効力が生ずる日（株式無
償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日）の翌日以降これを適用する。
②普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式により、取
得価額を調整する。

調整後取得価額＝調整前取得価額×

併合前発行済普通株式数
併合後発行済普通株式数

③下記(d)に定める普通株式１株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または当社
が保有する普通株式を処分する場合（株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得され
る株式もしくは新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(3)において同
じ。）の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合または合併、株式交
換もしくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。）、次の算式（以下「取得価額調整
式」という。）により取得価額を調整する。調整後の取得価額は、払込期日（払込期間を定めた場
合には当該払込期間の最終日）の翌日以降、また、株主への割当てにかかる基準日を定めた場合は
当該基準日（以下「株主割当日」という。）の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普
通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社
が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する
普通株式の数」とそれぞれ読み替える。
新たに発行する普通株式の数×１株当たり払
込金額
普通株式１株当たりの時価
（発行済普通株式の数－当社が保有する普通株式の数）
＋新たに発行する普通株式の数

（発行済普通株式の数－当社
＋
が保有する普通株式の数）
調整後
調整前
＝
×
取得価額
取得価額

④当社に取得をさせることによりまたは当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式１
株当たりの時価を下回る普通株式１株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることがで
きる株式を発行または処分する場合（株式無償割当ての場合を含む。）、かかる株式の払込期日
（払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本④において同じ。）に、株式無償割当
ての場合にはその効力が生ずる日（株式無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日。以
下本④において同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日に、発行または処分される株式の
全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「１株
当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後の取得価額とする。調整後
の取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、
また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。
⑤行使することによりまたは当社に取得されることにより、普通株式１株当たりの新株予約権の払込
価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の合計額が下記(d)に定める普通株式１株当たり
の時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合（新
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株予約権無償割当ての場合を含む。）、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合
にはその効力が生ずる日（新株予約権無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日。以下
本⑤において同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当
初の条件で行使されまたは取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式におい
て「１株当たり払込金額」として普通株式１株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使
に際して出資される財産の普通株式１株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後
の取得価額とする。調整後の取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償
割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、
これを適用する。但し、本⑤による取得価額の調整は、当社の取締役、監査役または従業員に対し
てストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないもの
とする。
(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①および②のいずれかに該当する場合には、当社はＢ種優
先株主およびＢ種優先登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨ならびにその事由、調
整後の取得価額、適用の日およびその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行うも
のとする。
①合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、
吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継または新設
分割のために取得価額の調整を必要とするとき。
②前①のほか、普通株式の発行済株式の総数（但し、当社が保有する普通株式の数を除く。）の変更
または変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。
(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を
四捨五入する。
(d) 取得価額調整式に使用する普通株式１株当たりの時価は、調整後転換価額を適用する日に先立つ45
取引日目に始まる連続する30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の
毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。また、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位を四捨五入する。）とする。
５. 普通株式を対価とする取得条項
当社は、Ｂ種転換請求期間中に取得請求のなかったＢ種優先株式の全部を、Ｂ種転換請求期間の末日の
翌日以降いつでも、当社取締役会が別に定める日（以下「強制転換日」という。）が到来することをも
って普通株式の交付と引換えに取得するものとし、当社は、かかるＢ種優先株式を取得するのと引換え
に、かかるＢ種優先株式の数に300,000円を乗じて得られる額を、2020年７月28日における取得価額で
除して得られる数の普通株式をＢ種優先株主に対して交付するものとする。Ｂ種優先株式の取得と引換
えに交付すべき普通株式の数に１株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取
扱う。
６. 金銭を対価とする取得条項
(1) 当社は、いつでも、当社取締役会が別に定める日（以下「強制償還日」という。）が到来することをも
って、法令上可能な範囲で、金銭の交付と引換えに、Ｂ種優先株式の全部または一部を取得することが
できる。この場合、当社は、かかるＢ種優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める額（以下
「強制償還価額」という。）の金銭をＢ種優先株主に対して交付するものとする。なお、Ｂ種優先株式
の一部を取得するときは、按分比例の方法による。
(2) 強制償還価額
強制償還価額は、Ｂ種優先株式１株につき、300,000円とする。
７. 株式の併合または分割、募集株式の割当て等
(1) 当社は、Ｂ種優先株式について株式の併合または分割は行わない。
(2) 当社は、Ｂ種優先株主には募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受ける権利
を与えず、また株式無償割当てまたは新株予約権無償割当ては行わない。
８. 優先順位
(1) Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式、譲渡制限種類株式および
普通株式にかかる剰余金の配当の支払順位は、Ａ種優先株式にかかる剰余金の配当を第１順位とし、Ｂ
種優先株式、Ｃ種優先株式およびＤ種優先株式にかかる剰余金の配当を第２順位（それらの間では同順
位とし、Ｂ種優先株主の有するＢ種優先株式の数にＢ種優先配当金を乗じて得られる額、Ｃ種優先株主
の有するＣ種優先株式の数にＣ種優先配当金を乗じて得られる額およびＤ種優先株主の有するＤ種優先
株式の数にＤ種優先配当金を乗じて得られる額に応じて配当財産を割り当てる。）とし、Ｅ種優先株式
にかかる剰余金の配当を第３順位とし、譲渡制限種類株式および普通株式にかかる剰余金の配当を第４
順位（それらの間では同順位かつ同額とする。）とする。
(2) Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式、譲渡制限種類株式および
普通株式にかかる残余財産の分配の支払順位は、Ａ種優先株式にかかる残余財産の分配を第１順位と
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し、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式およびＤ種優先株式にかかる残余財産の分配を第２順位（それらの間では
同順位とし、Ｂ種優先株主の有するＢ種優先株式の数にＢ種優先残余財産分配金を乗じて得られる額、
Ｃ種優先株主の有するＣ種優先株式の数にＣ種優先残余財産分配金を乗じて得られる額およびＤ種優先
株主の有するＤ種優先株式の数にＤ種優先残余財産分配金を乗じて得られる額に応じて残余財産を割り
当てる。）とし、Ｅ種優先株式にかかる残余財産の分配を第３順位とし、譲渡制限種類株式および普通
株式にかかる残余財産の分配を第４順位（それらの間では同順位かつ同額とする。）とする。
(3) 本内容におけるＣ種優先配当金、Ｄ種優先配当金、Ｃ種優先残余財産分配金、およびＤ種優先残余財産
分配金の用語は、いずれも定款第２章の２で定義される意味で用いられる。
９. 会社法第322条第２項に規定する定款の定めの有無
種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めはありません。
10. 株主総会において議決権を有しない理由
資本の増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。
５

Ｃ種優先株式の内容は次のとおりであります。
１. 剰余金の配当
(1) Ｃ種優先配当金
当社は、期末配当金の支払いを行うときは、Ｃ種優先株式を有する株主（以下「Ｃ種優先株主」とい
う。）またはＣ種優先株式の登録株式質権者（以下「Ｃ種優先登録株式質権者」という。）に対し、第
８項(1)の定める支払順位に従い、Ｃ種優先株式１株につき下記(2)に定める額の金銭（以下「Ｃ種優先
配当金」という。）を支払う。但し、当該期末配当金にかかる基準日の属する事業年度中の日を基準日
として下記(3)に定めるＣ種優先中間配当金を支払ったときは、当該Ｃ種優先中間配当金を控除した額
とする。
(2) Ｃ種優先配当金の額
Ｃ種優先配当金の額は、3,704円に、それぞれの事業年度毎に下記の年率（以下「Ｃ種優先配当年率」
という。）を乗じて算出した額とする。但し、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨
五入する。
2011年度および2012年度＝0.1%
2013年度および2014年度＝0.3%
2015年度以降＝0.5%
(3) Ｃ種優先中間配当金
当社は、中間配当金の支払いを行うときは、Ｃ種優先株主またはＣ種優先登録株式質権者に対し、第８
項(1)の定める支払順位に従い、上記(2)に定める額の２分の１を限度として、取締役会の決議で定める
額の金銭（以下「Ｃ種優先中間配当金」という。）を支払うものとする。
(4) 非累積条項
Ｃ種優先株主またはＣ種優先登録株式質権者に対して支払うＣ種優先株式１株当たりの剰余金の配当の
額がＣ種優先配当金の額に達しないときであっても、そのＣ種優先株式１株当たりの不足額は翌事業年
度以降に累積しない。
(5) 非参加条項
Ｃ種優先株主またはＣ種優先登録株式質権者に対しては、Ｃ種優先配当金を超えて剰余金の配当は行わ
ない。
２. 残余財産の分配
(1) Ｃ種優先残余財産分配金
当社の残余財産の分配をするときは、第８項(2)の定める支払順位に従い、Ｃ種優先株式１株につき、
3,704円（以下「Ｃ種優先残余財産分配金」という。）を支払う。
(2) 非参加条項
Ｃ種優先株主またはＣ種優先登録株式質権者に対しては、上記(1)のほか残余財産の分配は行わない。
３. 議決権
Ｃ種優先株主は、株主総会において議決権を有する。
４. 普通株式を対価とする取得請求権
Ｃ種優先株主は、2013年７月28日以降2022年７月28日（同日を含む。）までの間（以下「Ｃ種転換請求
期間」という。）いつでも、当社に対して、普通株式の交付と引換えに、その有するＣ種優先株式の全
部または一部を取得することを請求することができるものとし、当社はＣ種優先株主が取得の請求をし
たＣ種優先株式を取得するのと引換えに、次に定める数の普通株式を、当該Ｃ種優先株主に対して交付
するものとする。
(1) Ｃ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数
Ｃ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、転換請求にかかるＣ種優先株式の数に3,704
円を乗じて得られる額を、下記に定める取得価額で除して得られる数とする。なお、Ｃ種優先株式の取
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得と引換えに交付する普通株式の数に１株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この
場合においては、会社法第167条第３項に定める金銭の交付はしない。
(2) 取得価額
当初取得価額は、3,704円とする。
(3) 取得価額の調整
(a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。
①普通株式につき株式の分割または株式無償割当てをする場合、以下の算式により取得価額を調整す
る。なお、株式無償割当ての場合には、下記の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償
割当て前発行済普通株式数（但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。）」、「分割後発
行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数（但し、その時点で当社が保有する普通株式
を除く。）」とそれぞれ読み替える。

調整後取得価額＝調整前取得価額×

分割前発行済普通株式数
分割後発行済普通株式数

調整後の取得価額は、株式の分割にかかる基準日または株式無償割当ての効力が生ずる日（株式無
償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日）の翌日以降これを適用する。

調整後取得価額＝調整前取得価額×

併合前発行済普通株式数
併合後発行済普通株式数

③下記(d)に定める普通株式１株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または当社
が保有する普通株式を処分する場合（株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得され
る株式もしくは新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(3)において同
じ。）の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合または合併、株式交
換もしくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。）、次の算式（以下「取得価額調整
式」という。）により取得価額を調整する。調整後の取得価額は、払込期日（払込期間を定めた場
合には当該払込期間の最終日）の翌日以降、また、株主への割当てにかかる基準日を定めた場合は
当該基準日（以下「株主割当日」という。）の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普
通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社
が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する
普通株式の数」とそれぞれ読み替える。
新たに発行する普通株式の数×１株当たり払
込金額
普通株式１株当たりの時価
（発行済普通株式の数－当社が保有する普通株式の数）
＋新たに発行する普通株式の数

（発行済普通株式の数－当社
＋
が保有する普通株式の数）
調整後
調整前
＝
×
取得価額
取得価額

④当社に取得をさせることによりまたは当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式１
株当たりの時価を下回る普通株式１株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることがで
きる株式を発行または処分する場合（株式無償割当ての場合を含む。）、かかる株式の払込期日
（払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本④において同じ。）に、株式無償割当
ての場合にはその効力が生ずる日（株式無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日。以
下本④において同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日に、発行または処分される株式の
全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「１株
当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後の取得価額とする。調整後
の取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、
また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。
⑤行使することによりまたは当社に取得されることにより、普通株式１株当たりの新株予約権の払込
価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の合計額が下記(d)に定める普通株式１株当たり
の時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合（新
株予約権無償割当ての場合を含む。）、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場
合にはその効力が生ずる日（新株予約権無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日。以
下本⑤において同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが
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当初の条件で行使されまたは取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式におい
て「１株当たり払込金額」として普通株式１株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使
に際して出資される財産の普通株式１株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後
の取得価額とする。調整後の取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償
割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、
これを適用する。但し、本⑤による取得価額の調整は、当社の取締役、監査役または従業員に対し
てストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないもの
とする。
(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①および②のいずれかに該当する場合には、当社はＣ種優
先株主およびＣ種優先登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨ならびにその事由、調
整後の取得価額、適用の日およびその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行うも
のとする。
①合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、
吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継または新設
分割のために取得価額の調整を必要とするとき。
②前①のほか、普通株式の発行済株式の総数（但し、当社が保有する普通株式の数を除く。）の変更
または変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。
(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を
四捨五入する。
(d) 取得価額調整式に使用する普通株式１株当たりの時価は、調整後転換価額を適用する日に先立つ45
取引日目に始まる連続する30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の
毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。また、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位を四捨五入する。）とする。
(e) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が１円未満に
とどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。
５. 普通株式を対価とする取得条項
当社は、Ｃ種転換請求期間中に取得請求のなかったＣ種優先株式の全部を、Ｃ種転換請求期間の末日の
翌日以降いつでも、当社取締役会が別に定める日（以下「強制転換日」という。）が到来することをも
って普通株式の交付と引換えに取得するものとし、当社は、かかるＣ種優先株式を取得するのと引換え
に、かかるＣ種優先株式の数に3,704円を乗じて得られる額を、2022年７月28日における取得価額で除
して得られる数の普通株式をC種優先株主に対して交付するものとする。Ｃ種優先株式の取得と引換え
に交付すべき普通株式の数に１株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱
う。
６. 金銭を対価とする取得条項
(1) 当社は、いつでも、当社取締役会が別に定める日（以下「強制償還日」という。）が到来することをも
って、法令上可能な範囲で、金銭の交付と引換えに、Ｃ種優先株式の全部または一部を取得することが
できる。この場合、当社は、かかるＣ種優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める額（以下
「強制償還価額」という。）の金銭をＣ種優先株主に対して交付するものとする。なお、Ｃ種優先株式
の一部を取得するときは、按分比例の方法による。
(2) 強制償還価額
強制償還価額は、Ｃ種優先株式１株につき、3,704円とする。
７. 株式の併合または分割、募集株式の割当て等
(1) 当社は、Ｃ種優先株式について株式の併合または分割は行わない。
(2) 当社は、Ｃ種優先株主には募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受ける権利
を与えず、また株式無償割当てまたは新株予約権無償割当ては行わない。
８. 優先順位
(1) Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式、譲渡制限種類株式および
普通株式にかかる剰余金の配当の支払順位は、Ａ種優先株式にかかる剰余金の配当を第１順位とし、Ｂ
種優先株式、Ｃ種優先株式およびＤ種優先株式にかかる剰余金の配当を第２順位（それらの間では同順
位とし、Ｂ種優先株主の有するＢ種優先株式の数にＢ種優先配当金を乗じて得られる額、Ｃ種優先株主
の有するＣ種優先株式の数にＣ種優先配当金を乗じて得られる額およびＤ種優先株主の有するＤ種優先
株式の数にＤ種優先配当金を乗じて得られる額に応じて配当財産を割り当てる。）とし、Ｅ種優先株式
にかかる剰余金の配当を第３順位とし、譲渡制限種類株式および普通株式にかかる剰余金の配当を第４
順位（それらの間では同順位かつ同額とする。）とする。
(2) Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式、譲渡制限種類株式および
普通株式にかかる残余財産の分配の支払順位は、Ａ種優先株式にかかる残余財産の分配を第１順位と
し、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式およびＤ種優先株式にかかる残余財産の分配を第２順位（それらの間
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では同順位とし、Ｂ種優先株主の有するＢ種優先株式の数にＢ種優先残余財産分配金を乗じて得られる額、
Ｃ種優先株主の有するＣ種優先株式の数にＣ種優先残余財産分配金を乗じて得られる額およびＤ種優先
株主の有するＤ種優先株式の数にＤ種優先残余財産分配金を乗じて得られる額に応じて残余財産を割り
当てる。）とし、Ｅ種優先株式にかかる残余財産の分配を第３順位とし、譲渡制限種類株式および普通
株式にかかる残余財産の分配を第４順位（それらの間では同順位かつ同額とする。）とする。
(3) 本内容におけるＢ種優先配当金、Ｄ種優先配当金、Ｂ種優先残余財産分配金およびＤ種優先残余財産分
配金の用語は、いずれも定款第２章の２で定義される意味で用いられる。
９. 会社法第322条第２項に規定する定款の定めの有無
種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めはありません。
10. 株主総会において議決権を有する理由
当社のガバナンスの観点から議決権を有しております。
６

Ｄ種優先株式の内容は次のとおりであります。
１. 剰余金の配当
(1) Ｄ種優先配当金
当社は、期末配当金の支払いを行うときは、Ｄ種優先株式を有する株主（以下「Ｄ種優先株主」とい
う。）またはＤ種優先株式の登録株式質権者（以下「Ｄ種優先登録株式質権者」という。）に対し、第
８項(1)の定める支払順位に従い、Ｄ種優先株式１株につき下記(2)に定める額の金銭（以下「Ｄ種優先
配当金」という。）を支払う。但し、当該期末配当金にかかる基準日の属する事業年度中の日を基準日
として下記(3)に定めるＤ種優先中間配当金を支払ったときは、当該Ｄ種優先中間配当金を控除した額
とする。
(2) Ｄ種優先配当金の額
Ｄ種優先配当金の額は、3,704円に、それぞれの事業年度毎に下記の年率（以下「Ｄ種優先配当年率」
という。）を乗じて算出した額とする。但し、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨
五入する。
2011年度および2012年度＝0.1%
2013年度および2014年度＝0.3%
2015年度以降＝0.5%
(3) Ｄ種優先中間配当金
当社は、中間配当金の支払いを行うときは、Ｄ種優先株主またはＤ種優先登録株式質権者に対し、第８
項(1)の定める支払順位に従い、上記(2)に定める額の２分の１を限度として、取締役会の決議で定める
額の金銭（以下「Ｄ種優先中間配当金」という。）を支払うものとする。
(4) 非累積条項
Ｄ種優先株主またはＤ種優先登録株式質権者に対して支払うＤ種優先株式１株当たりの剰余金の配当の
額がＤ種優先配当金の額に達しないときであっても、そのＤ種優先株式１株当たりの不足額は翌事業年
度以降に累積しない。
(5) 非参加条項
Ｄ種優先株主またはＤ種優先登録株式質権者に対しては、Ｄ種優先配当金を超えて剰余金の配当は行わ
ない。
２. 残余財産の分配
(1) Ｄ種優先残余財産分配金
当社の残余財産の分配をするときは、第８項(2)の定める支払順位に従い、Ｄ種優先株式１株につき、
3,704円（以下「Ｄ種優先残余財産分配金」という。）を支払う。
(2) 非参加条項
Ｄ種優先株主またはＤ種優先登録株式質権者に対しては、上記(1)のほか残余財産の分配は行わない。
３. 議決権
Ｄ種優先株主は、株主総会において議決権を有する。
４. 普通株式を対価とする取得請求権
Ｄ種優先株主は、2015年７月28日以降2024年７月28日（同日を含む。）までの間（以下「Ｄ種転換請求
期間」という。）いつでも、当社に対して、普通株式の交付と引換えに、その有するＤ種優先株式の全
部または一部を取得することを請求することができるものとし、当社はＤ種優先株主が取得の請求をし
たＤ種優先株式を取得するのと引換えに、次に定める数の普通株式を、当該Ｄ種優先株主に対して交付
するものとする。
(1) Ｄ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数
Ｄ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、転換請求にかかるＤ種優先株式の数に3,704
円を乗じて得られる額を、下記に定める取得価額で除して得られる数とする。なお、Ｄ種優先株式の取
得と引換えに交付する普通株式の数に１株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、
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この場合においては、会社法第167条第３項に定める金銭の交付はしない。
(2) 取得価額
当初取得価額は、3,704円とする。
(3) 取得価額の調整
(a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。
①普通株式につき株式の分割または株式無償割当てをする場合、以下の算式により取得価額を調整す
る。なお、株式無償割当ての場合には、下記の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償
割当て前発行済普通株式数（但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。）」、「分割後発
行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数（但し、その時点で当社が保有する普通株式
を除く。）」とそれぞれ読み替える。

調整後取得価額＝調整前取得価額×

分割前発行済普通株式数
分割後発行済普通株式数

調整後の取得価額は、株式の分割にかかる基準日または株式無償割当ての効力が生ずる日（株式無
償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日）の翌日以降これを適用する。
②普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式により、取
得価額を調整する。

調整後取得価額＝調整前取得価額×

併合前発行済普通株式数
併合後発行済普通株式数

③下記(d)に定める普通株式１株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または当社
が保有する普通株式を処分する場合（株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得され
る株式もしくは新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(3)において同
じ。）の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合または合併、株式交
換もしくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。）、次の算式（以下「取得価額調整
式」という。）により取得価額を調整する。調整後の取得価額は、払込期日（払込期間を定めた場
合には当該払込期間の最終日）の翌日以降、また、株主への割当てにかかる基準日を定めた場合は
当該基準日（以下「株主割当日」という。）の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普
通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社
が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する
普通株式の数」とそれぞれ読み替える。
新たに発行する普通株式の数×１株当たり払
込金額
普通株式１株当たりの時価
（発行済普通株式の数－当社が保有する普通株式の数）
＋新たに発行する普通株式の数

（発行済普通株式の数－当社
＋
が保有する普通株式の数）
調整後
調整前
＝
×
取得価額
取得価額

④当社に取得をさせることによりまたは当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式１
株当たりの時価を下回る普通株式１株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることがで
きる株式を発行または処分する場合（株式無償割当ての場合を含む。）、かかる株式の払込期日
（払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本④において同じ。）に、株式無償割当
ての場合にはその効力が生ずる日（株式無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日。以
下本④において同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日に、発行または処分される株式の
全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「１株
当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後の取得価額とする。調整後
の取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、
また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。
⑤行使することによりまたは当社に取得されることにより、普通株式１株当たりの新株予約権の払込
価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の合計額が下記(d)に定める普通株式１株当たり
の時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合（新
株予約権無償割当ての場合を含む。）、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場
合にはその効力が生ずる日（新株予約権無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日。以
下本⑤において同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが
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当初の条件で行使されまたは取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式におい
て「１株当たり払込金額」として普通株式１株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使
に際して出資される財産の普通株式１株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後
の取得価額とする。調整後の取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償
割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、
これを適用する。但し、本⑤による取得価額の調整は、当社の取締役、監査役または従業員に対し
てストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないもの
とする。
(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①および②のいずれかに該当する場合には、当社はＤ種優
先株主およびＤ種優先登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨ならびにその事由、調
整後の取得価額、適用の日およびその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行うも
のとする。
①合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、
吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継または新設
分割のために取得価額の調整を必要とするとき。
②前①のほか、普通株式の発行済株式の総数（但し、当社が保有する普通株式の数を除く。）の変更
または変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。
(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を
四捨五入する。
(d) 取得価額調整式に使用する普通株式１株当たりの時価は、調整後転換価額を適用する日に先立つ45
取引日目に始まる連続する30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の
毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。また、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位を四捨五入する。）とする。
(e) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が１円未満に
とどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。
５. 普通株式を対価とする取得条項
当社は、Ｄ種転換請求期間中に取得請求のなかったＤ種優先株式の全部を、Ｄ種転換請求期間の末日の
翌日以降いつでも、当社取締役会が別に定める日（以下「強制転換日」という。）が到来することをも
って普通株式の交付と引換えに取得するものとし、当社は、かかるＤ種優先株式を取得するのと引換え
に、かかるＤ種優先株式の数に3,704円を乗じて得られる額を、2024年7月28日における取得価額で除し
て得られる数の普通株式をＤ種優先株主に対して交付するものとする。Ｄ種優先株式の取得と引換えに
交付すべき普通株式の数に１株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱
う。
６. 金銭を対価とする取得条項
(1) 当社は、いつでも、当社取締役会が別に定める日（以下「強制償還日」という。）が到来することをも
って、法令上可能な範囲で、金銭の交付と引換えに、Ｄ種優先株式の全部または一部を取得することが
できる。この場合、当社は、かかるＤ種優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める額（以下
「強制償還価額」という。）の金銭をＤ種優先株主に対して交付するものとする。なお、Ｄ種優先株式
の一部を取得するときは、按分比例の方法による。
(2) 強制償還価額
強制償還価額は、Ｄ種優先株式１株につき、3,704円とする。
７. 株式の併合または分割、募集株式の割当て等
(1) 当社は、Ｄ種優先株式について株式の併合または分割は行わない。
(2) 当社は、Ｄ種優先株主には募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受ける権利
を与えず、また株式無償割当てまたは新株予約権無償割当ては行わない。
８. 優先順位
(1) Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式、譲渡制限種類株式および
普通株式にかかる剰余金の配当の支払順位は、Ａ種優先株式にかかる剰余金の配当を第１順位とし、Ｂ
種優先株式、Ｃ種優先株式およびＤ種優先株式にかかる剰余金の配当を第２順位（それらの間では同順
位とし、Ｂ種優先株主の有するＢ種優先株式の数にＢ種優先配当金を乗じて得られる額、Ｃ種優先株主
の有するＣ種優先株式の数にＣ種優先配当金を乗じて得られる額およびＤ種優先株主の有するＤ種優先
株式の数にＤ種優先配当金を乗じて得られる額に応じて配当財産を割り当てる。）とし、Ｅ種優先株式
にかかる剰余金の配当を第３順位とし、譲渡制限種類株式および普通株式にかかる剰余金の配当を第４
順位（それらの間では同順位かつ同額とする。）とする。
(2) Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式、譲渡制限種類株式および
普通株式にかかる残余財産の分配の支払順位は、Ａ種優先株式にかかる残余財産の分配を第１順位と
し、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式およびＤ種優先株式にかかる残余財産の分配を第２順位（それらの間
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では同順位とし、Ｂ種優先株主の有するＢ種優先株式の数にＢ種優先残余財産分配金を乗じて得られる額、
Ｃ種優先株主の有するＣ種優先株式の数にＣ種優先残余財産分配金を乗じて得られる額およびＤ種優先
株主の有するＤ種優先株式の数にＤ種優先残余財産分配金を乗じて得られる額に応じて残余財産を割り
当てる。）とし、Ｅ種優先株式にかかる残余財産の分配を第３順位とし、譲渡制限種類株式および普通
株式にかかる残余財産の分配を第４順位（それらの間では同順位かつ同額とする。）とする。
(3) 本内容におけるＢ種優先配当金、Ｃ種優先配当金、Ｂ種優先残余財産分配金およびＣ種優先残余財産分
配金の用語は、いずれも定款第２章の２で定義される意味で用いられる。
９. 会社法第322条第２項に規定する定款の定めの有無
種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めはありません。
10. 株主総会において議決権を有する理由
当社のガバナンスの観点から議決権を有しております。
７

Ｅ種優先株式の内容は次のとおりであります。
１. 剰余金の配当
(1) Ｅ種優先配当金
当社は、期末配当金の支払いを行うときは、Ｅ種優先株式を有する株主（以下「Ｅ種優先株主」とい
う。）またはＥ種優先株式の登録株式質権者（以下「Ｅ種優先登録株式質権者」という。）に対し、第
８項(1)の定める支払順位に従い、Ｅ種優先株式１株につき下記(2)に定める額の金銭（以下「Ｅ種優先
配当金」という。）を支払う。但し、当該期末配当金にかかる基準日の属する事業年度中の日を基準日
として下記(3)に定めるＥ種優先中間配当金を支払ったときは、当該Ｅ種優先中間配当金を控除した額
とする。
(2) Ｅ種優先配当金の額
Ｅ種優先配当金の額は、3,704円に、事業年度毎に0.05%を乗じて算出した額とする。但し、円位未満小
数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。
(3) Ｅ種優先中間配当金
当社は、中間配当金の支払いを行うときは、Ｅ種優先株主またはＥ種優先登録株式質権者に対し、第８
項(1)の定める支払順位に従い、上記(2)に定める額の２分の１を限度として、取締役会の決議で定める
額の金銭（以下「Ｅ種優先中間配当金」という。）を支払うものとする。
(4) 非累積条項
Ｅ種優先株主またはＥ種優先登録株式質権者に対して支払うＥ種優先株式１株当たりの剰余金の配当の
額がＥ種優先配当金の額に達しないときであっても、そのＥ種優先株式１株当たりの不足額は翌事業年
度以降に累積しない。
(5) 非参加条項
Ｅ種優先株主またはＥ種優先登録株式質権者に対しては、Ｅ種優先配当金を超えて剰余金の配当は行わ
ない。
２. 残余財産の分配
(1) Ｅ種優先残余財産分配金
当社の残余財産の分配をするときは、第８項(2)の定める支払順位に従い、Ｅ種優先株式１株につき、
3,704円を支払う。
(2) 非参加条項
Ｅ種優先株主またはＥ種優先登録株式質権者に対しては、上記(1)のほか残余財産の分配は行わない。
３. 議決権
Ｅ種優先株主は、株主総会において議決権を有する。
４. 普通株式を対価とする取得請求権
Ｅ種優先株主は、2019年７月28日以降2030年７月28日（同日を含む。）までの間（以下「Ｅ種転換請求
期間」という。）いつでも、当社に対して、普通株式の交付と引換えに、その有するＥ種優先株式の全
部または一部を取得することを請求することができるものとし、当社はＥ種優先株主が取得の請求をし
たＥ種優先株式を取得するのと引換えに、次に定める数の普通株式を、当該Ｅ種優先株主に対して交付
するものとする。
(1) Ｅ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数
Ｅ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、転換請求にかかるＥ種優先株式の数に3,704
円を乗じて得られる額を、下記に定める取得価額で除して得られる数とする。なお、Ｅ種優先株式の取
得と引換えに交付する普通株式の数に１株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、
この場合においては、会社法第167条第３項に定める金銭の交付はしない。
(2) 取得価額
当初取得価額は、3,704円とする。
(3) 取得価額の調整
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(a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。
①普通株式につき株式の分割または株式無償割当てをする場合、以下の算式により取得価額を調整す
る。なお、株式無償割当ての場合には、下記の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償
割当て前発行済普通株式数（但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。）」、「分割後発
行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数（但し、その時点で当社が保有する普通株式
を除く。）」とそれぞれ読み替える。

調整後取得価額＝調整前取得価額×

分割前発行済普通株式数
分割後発行済普通株式数

調整後の取得価額は、株式の分割にかかる基準日または株式無償割当ての効力が生ずる日（株式無
償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日）の翌日以降これを適用する。
②普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式により、取
得価額を調整する。

調整後取得価額＝調整前取得価額×

併合前発行済普通株式数
併合後発行済普通株式数

③下記(d)に定める普通株式１株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または当社
が保有する普通株式を処分する場合（株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得され
る株式もしくは新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(3)において同
じ。）の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合または合併、株式交
換もしくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。）、次の算式（以下「取得価額調整
式」という。）により取得価額を調整する。調整後の取得価額は、払込期日（払込期間を定めた場
合には当該払込期間の最終日）の翌日以降、また、株主への割当てにかかる基準日を定めた場合は
当該基準日（以下「株主割当日」という。）の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普
通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社
が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する
普通株式の数」とそれぞれ読み替える。
新たに発行する普通株式の数×１株当たり払
込金額
普通株式１株当たりの時価
（発行済普通株式の数－当社が保有する普通株式の数）
＋新たに発行する普通株式の数

（発行済普通株式の数－当社
＋
が保有する普通株式の数）
調整後
調整前
＝
×
取得価額
取得価額

④当社に取得をさせることによりまたは当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式１
株当たりの時価を下回る普通株式１株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることがで
きる株式を発行または処分する場合（株式無償割当ての場合を含む。）、かかる株式の払込期日
（払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本④において同じ。）に、株式無償割当
ての場合にはその効力が生ずる日（株式無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日。以
下本④において同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日に、発行または処分される株式の
全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「１株
当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後の取得価額とする。調整後
の取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、
また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。
⑤行使することによりまたは当社に取得されることにより、普通株式１株当たりの新株予約権の払込
価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の合計額が下記(d)に定める普通株式１株当たり
の時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合（新
株予約権無償割当ての場合を含む。）、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場
合にはその効力が生ずる日（新株予約権無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日。以
下本⑤において同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが
当初の条件で行使されまたは取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式にお
いて「１株当たり払込金額」として普通株式１株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行
使に際して出資される財産の普通株式１株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整
後の取得価額とする。調整後の取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無
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償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、
これを適用する。但し、本⑤による取得価額の調整は、当社の取締役、監査役または従業員に対し
てストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないもの
とする。
(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①および②のいずれかに該当する場合には、当社はＥ種優
先株主およびＥ種優先登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨ならびにその事由、調
整後の取得価額、適用の日およびその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行うも
のとする。
①合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、
吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継または新設
分割のために取得価額の調整を必要とするとき。
②前①のほか、普通株式の発行済株式の総数（但し、当社が保有する普通株式の数を除く。）の変更
または変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。
(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を
四捨五入する。
(d) 取得価額調整式に使用する普通株式１株当たりの時価は、調整後転換価額を適用する日に先立つ45
取引日目に始まる連続する30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の
毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。また、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位を四捨五入する。）とする。
(e) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が１円未満に
とどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。
５. 普通株式を対価とする取得条項
当社は、Ｅ種転換請求期間中に取得請求のなかったＥ種優先株式の全部を、Ｅ種転換請求期間の末日の
翌日以降いつでも、当社取締役会が別に定める日（以下「強制転換日」という。）が到来することをも
って普通株式の交付と引換えに取得するものとし、当社は、かかるＥ種優先株式を取得するのと引換え
に、かかるＥ種優先株式の数に3,704円を乗じて得られる額を、2030年７月28日における取得価額で除
して得られる数の普通株式をＥ種優先株主に対して交付するものとする。Ｅ種優先株式の取得と引換え
に交付すべき普通株式の数に１株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱
う。
６. 金銭を対価とする取得条項
(1) 当社は、いつでも、当社取締役会が別に定める日（以下「強制償還日」という。）が到来することをも
って、法令上可能な範囲で、金銭の交付と引換えに、Ｅ種優先株式の全部または一部を取得することが
できる。この場合、当社は、かかるＥ種優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める額（以下
「強制償還価額」という。）の金銭をＥ種優先株主に対して交付するものとする。なお、Ｅ種優先株式
の一部を取得するときは、按分比例の方法による。
(2) 強制償還価額
強制償還価額は、Ｅ種優先株式１株につき、3,704円とする。
７. 株式の併合または分割、募集株式の割当て等
(1) 当社は、Ｅ種優先株式について株式の併合または分割は行わない。
(2) 当社は、Ｅ種優先株主には募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受ける権利
を与えず、また株式無償割当てまたは新株予約権無償割当ては行わない。
８. 優先順位
(1) Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式、譲渡制限種類株式および
普通株式にかかる剰余金の配当の支払順位は、Ａ種優先株式にかかる剰余金の配当を第１順位とし、Ｂ
種優先株式、Ｃ種優先株式およびＤ種優先株式にかかる剰余金の配当を第２順位（それらの間では同順
位とし、Ｂ種優先株主の有するＢ種優先株式の数にＢ種優先配当金を乗じて得られる額、Ｃ種優先株主
の有するＣ種優先株式の数にＣ種優先配当金を乗じて得られる額およびＤ種優先株主の有するＤ種優先
株式の数にＤ種優先配当金を乗じて得られる額に応じて配当財産を割り当てる。）とし、Ｅ種優先株式
にかかる剰余金の配当を第３順位とし、譲渡制限種類株式および普通株式にかかる剰余金の配当を第４
順位（それらの間では同順位かつ同額とする。）とする。
(2) Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式、譲渡制限種類株式および
普通株式にかかる残余財産の分配の支払順位は、Ａ種優先株式にかかる残余財産の分配を第１順位と
し、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式およびＤ種優先株式にかかる残余財産の分配を第２順位（それらの間
では同順位とし、Ｂ種優先株主の有するＢ種優先株式の数にＢ種優先残余財産分配金を乗じて得られる
額、Ｃ種優先株主の有するＣ種優先株式の数にＣ種優先残余財産分配金を乗じて得られる額およびＤ種
優先株主の有するＤ種優先株式の数にＤ種優先残余財産分配金を乗じて得られる額に応じて残余財産を
割り当てる。）とし、Ｅ種優先株式にかかる残余財産の分配を第３順位とし、譲渡制限種類株式および
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普通株式にかかる残余財産の分配を第４順位（それらの間では同順位かつ同額とする。）とする。
(3) 本内容におけるＢ種優先配当金、Ｃ種優先配当金、Ｄ種優先配当金、Ｂ種優先残余財産分配金、Ｃ種優
先残余財産分配金およびＤ種優先残余財産分配金の用語は、いずれも定款第２章の２で定義される意味
で用いられる。
９. 会社法第322条第２項に規定する定款の定めの有無
種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めはありません。
10. 株主総会において議決権を有する理由
当社のガバナンスの観点から議決権を有しております。
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(2) 【新株予約権等の状況】
① 第１回新株予約権
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定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15年５月16日臨時株主総会決議)
第３四半期会計期間末現在
(平成23年４月30日)
新株予約権の数

１個
―

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

新株予約権の目的となる株式の数

400株

新株予約権の行使時の払込金額

150円
平成17年５月17日から
平成25年５月15日まで
発行価格
150円
資本組入額
75円

新株予約権の行使期間
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
ａ

新株予約権の行使の条件
ｂ
ｃ

新株予約権者は、権利行使
時においても当社の取締
役、監査役または従業員の
地位にあることを要するも
のとする。ただし、当社取
締役会において承認を得た
場合にはこの限りではな
い。
新株予約権の相続は認めな
い。
その他新株予約権の行使の
条件は、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。

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

該当事項はありません

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
―
関する事項
(注) １ 当社は、以下のように株式分割を行っております。
平成15年10月７日開催の取締役会決議に基づき、平成15年12月５日付をもって普通株式１株を２株に分割
平成16年４月７日開催の取締役会決議に基づき、平成16年６月18日付をもって普通株式１株を４株に分割
平成16年９月21日開催の取締役会決議に基づき、平成16年12月20日付をもって普通株式１株を10株に分割
平成18年６月１日開催の取締役会決議に基づき、平成18年８月１日付をもって普通株式１株を５株に分割
これらにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、発行価格、資本組入額
はそれぞれ調整されております。
２ 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約
権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じております。
３ 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整いたします。調整の結
果、１端株(１株の100分の１)未満の端数を生じるときは、これを切り捨てるものといたします。
調整前株式数×調整前行使価額
調整後株式数＝
調整後行使価額
４ 株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整いたします。調整により生ずる１円未満
の端数は切り上げるものといたします。
１
調整後行使価額＝調整前行使価額×
分割・併合の比率
また、新株予約権発行後、調整前行使価額を下回る価額で新株式の発行を行う場合は、次の算式(コンバー
ジョン・プライス方式)により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとい
たします。
既発行株式数×調整前行使価額＋新発行株式数×１株当たり払込金額
調整後行使価額＝
既発行株式数＋新発行株式数
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②

第６回新株予約権
平成20年12月９日の取締役会決議に基づいて発行した第６回新株予約権は、次のとおりであります。
第３四半期会計期間末現在
(平成23年４月30日)

新株予約権の数
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

6,750個
―
普通株式

新株予約権の目的となる株式の数

6,750株（注）２

新株予約権の行使時の払込金額

1,358円（注）３

新株予約権の行使期間
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

新株予約権の行使の条件

新株予約権の譲渡に関する事項
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)１
２

平成22年10月25日から
平成30年10月24日まで
発行価格
1,358円
資本組入額
679円
a
新株予約権者は、権利行使
時においても、当社の取締
役、監査役または従業員の
いずれかの地位にあること
を要する。ただし、当社取
締役会において承認を得た
場合にはこの限りではな
い。
ｂ 新株予約権の相続は認めな
い。
ｃ この他、新株予約権の行使
の条件は株主総会決議およ
び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。
新株予約権を譲渡するには取締
役会の承認を要する。
該当事項はありません
（注４）

新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約
権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じております。
新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という。）後、当社が当社普通株式につき株式分割（当社普通
株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）または株式併合を行う場合、次の算式
により付与株式数を調整し、調整による１株未満の端数は切り捨てるものといたします。
調整後株式数＝ 調整前株式数× 分割・併合の比率

３

また、上記のほか、割当日後、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場合、合理的な範
囲で付与株式数を調整するものといたします。
割当日後、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、次の算式により行使価額を調整
いたします。調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものといたします。
１
調整後行使価額＝ 調整前行使価額×
分割・併合の比率
また、新株予約権発行後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき新株式の発行を行う場合（当社普
通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の行使による場合を除
く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものといたし
ます。
新規発行株式数×１株当たり払込金額
既発行株式数＋
調整後行使価額＝調整前行使価格×
新株式発行前の時価
既発行株式数＋新規発行株式数
上記のほか、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場合、合理的な範囲で行使価額を調整
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４

するものといたします
当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転
（以上を総称して、以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生時点に
おいて残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合
につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の
新株予約権をそれぞれ交付することといたします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対
象会社は新株予約権を交付する旨およびその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分
割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものといたします。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

(4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

平成23年２月１日～
平成23年４月30日

―

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額

資本金残高

(千円)

(千円)

13,501,900

―

資本準備金
増減額
(千円)

300,000

―

資本準備金
残高
(千円)
―

(6) 【大株主の状況】
当第３四半期会計期間において、加藤照美氏及びその共同保有者である株式会社エム・エル・エスか
ら平成23年５月10日付で関東財務局長に提出された大量保有報告書により、平成23年４月27日現在で以
下の株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当第３四半期会計期間末における実
質所有株式数の確認ができておりません。
なお、大量保有報告の内容は以下のとおりであります。
氏名又は名称

加藤

照美

株式会社エム・エル・エス

住所

保有株式等の数
（株）

株券等保有割合
（％）

東京都多摩市

1,612,242

11.94

東京都渋谷区道玄坂２丁目16番４号

1,667,765

12.35

(注) １ 加藤照美氏が保有する株式の内訳は、普通株式1,612,242株であります。
(注) ２ 株式会社エム・エル・エスが保有する株式の内訳はＡ種優先株式3,418株、Ｂ種優先株式10,225株、Ｃ
種優先株式827,079株、Ｄ種優先株式827,043株であります。
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(7) 【議決権の状況】
当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない
ため、記載することができないことから、直前の基準日(平成23年１月31日)に基づく株主名簿による記
載をしております。
① 【発行済株式】
(平成23年４月30日現在)
区分

株式数（株）

議決権の数（個）

内容

8,916
26,701

―
―

（注）

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)

―

―

―

Ａ種優先株式
Ｂ種優先株式

無議決権株式

普通株式
Ｃ種優先株式
Ｄ種優先株式
Ｅ種優先株式

完全議決権株式(その他)

9,006,575
2,160,476
2,160,410
138,822

単元未満株式

9,006,575
2,160,476
2,160,410
138,822

（注）

―

―

―

発行済株式総数

13,501,900

―

―

総株主の議決権

―

13,466,283

―

（注）Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式の内容は、「１（1）②発行済株
式」の「内容」に記載しております。

② 【自己株式等】
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

(平成23年４月30日現在)
発行済株式
所有株式数
総数に対する
の合計
所有株式数
(株)
の割合(％)

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

―

―

―

―

―

―

計

―

―

―

―

―

２ 【株価の推移】
【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】
平成22年
８月

月別

９月

１０月

11月

12月

平成23年
１月

２月

３月

４月

最高(円)

1,550

1,599

1,003

738

696

735

620

475

414

最低(円)

706

884

490

551

547

568

491

202

308

(注)

株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。

３ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありませ
ん。
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第５ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成
19年内閣府令第64号。以下、「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。
なお、前第３四半期連結会計期間（平成22年２月１日から平成22年４月30日まで）及び前第３四半期連
結累計期間（平成21年８月１日から平成22年４月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づ
き、当第３四半期連結会計期間（平成23年２月１日から平成23年４月30日まで）及び当第３四半期連結累
計期間（平成22年８月１日から平成23年４月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて
作成しております。

２

監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期連結会計期間（平成22年２

月１日から平成22年４月30日まで）及び前第３四半期連結累計期間（平成21年８月１日から平成22年４月
30日まで）に係る四半期連結財務諸表並びに当第３四半期連結会計期間（平成23年２月１日から平成23年
４月30日まで）及び当第３四半期連結累計期間(平成22年８月１日から平成23年４月30日まで)に係る四半
期連結財務諸表について、明誠監査法人により四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】
(単位：千円)
当第３四半期連結会計期間末
(平成23年４月30日)

資産の部
流動資産
現金及び預金
受取手形及び売掛金
たな卸資産
前渡金
預け金
その他
貸倒引当金

※２, ※４

流動資産合計
固定資産
有形固定資産
有形固定資産合計
投資その他の資産
投資有価証券
長期貸付金
長期滞留債権等
その他
貸倒引当金

12,360
－
11,862,116
50,000
122,701
43,309
△12,274
12,078,212

※１

投資その他の資産合計
固定資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
短期借入金
1年内返済予定の長期借入金
未払法人税等
解約損失引当金
その他

※２, ※３

流動負債合計
固定負債
長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
固定負債合計
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金
資本剰余金
利益剰余金
株主資本合計
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計
新株予約権
純資産合計
負債純資産合計
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－

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年７月31日)

※２, ※４

58,132
31
13,929,982
63,577
1,142,584
47,460
△8,742
15,233,027

※１, ※２

16,907

6,720
730,000
623,520
34,411
△623,520
771,131

2,774
－
623,520
43,560
△623,520
46,335

771,131

63,242

12,849,344

15,296,269

10,485,713
140,229
1,220
10,000
1,525,844
12,163,007

※２, ※３

11,980,064
140,229
10,917
－
2,592,251
14,723,463

279,720
12,819
155,691
448,230

279,720
13,345
208,760
501,825

12,611,237

15,225,288

300,000
－
△68,025
231,974

300,000
8,462,898
△8,694,237
68,661

1,920
1,920

△2,025
△2,025

4,212
238,106

4,346
70,981

12,849,344

15,296,269

(2)【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】
(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年８月１日
至 平成22年４月30日)
売上高
売上原価

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年８月１日
至 平成23年４月30日)

5,603,435
11,682,346
△6,078,911

売上総利益又は売上総損失（△）
販売費及び一般管理費

※

営業損失（△）
営業外収益
受取利息
受取手数料
不動産取得税等還付金
違約金収入
その他
営業外収益合計
営業外費用
支払利息
支払手数料
消費税相殺差損
その他
営業外費用合計
経常損失（△）
特別利益
関係会社株式売却益
固定資産売却益
投資有価証券売却益
貸倒引当金戻入額
債務免除益
償却債権取立益
新株予約権戻入益
解約損失引当金戻入額
賞与引当金戻入額
損害賠償損失引当金戻入額
その他
特別利益合計
特別損失
貸倒損失
減損損失
課徴金納付見込額
上場違約金
損害賠償損失引当金繰入額
和解金
その他
特別損失合計
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）
法人税、住民税及び事業税
法人税等合計
少数株主損益調整前四半期純利益
四半期純利益又は四半期純損失（△）
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1,112,303
△7,191,214

3,098,827
2,647,740
451,086
※

608,607
△157,520

341
36,126
27,505
43,150
19,543
126,667

232
41,236
－
－
14,298
55,767

1,550,387
8,531
24,451
2,580
1,585,950

88,432
1,118
15,578
180
105,310

△8,650,498

△207,063

－
1,781
－
141,872
71,500
－
－
－
4,473
227,605
51,849
499,082

11,154
430
41
334
350,300
664
786
50,000
－
－
－
413,710

297,650
52,566
281,550
10,000
338,331
－
54,088
1,034,186

－
－
－
－
－
42,030
－
42,030

△9,185,602

164,617

22,572
22,572

1,303
1,303

－

163,313

△9,208,174

163,313

【第３四半期連結会計期間】
(単位：千円)
前第３四半期連結会計期間
(自 平成22年２月１日
至 平成22年４月30日)
売上高
売上原価

当第３四半期連結会計期間
(自 平成23年２月１日
至 平成23年４月30日)

2,097,255
6,868,881
△4,771,625

売上総利益又は売上総損失（△）
販売費及び一般管理費

626,646
△5,398,272
※

営業損失（△）
営業外収益
受取利息
受取手数料
その他
営業外収益合計
営業外費用
支払利息
支払手数料
消費税相殺差損
その他
営業外費用合計
経常損失（△）
特別利益
関係会社株式売却益
固定資産売却益
貸倒引当金戻入額
損害賠償損失引当金戻入額
債務免除益
その他
特別利益合計
特別損失
減損損失
投資有価証券売却損
貸倒損失
損害賠償損失引当金繰入額
和解金
訴訟損失引当金繰入額
その他
特別損失合計
税金等調整前四半期純損失（△）
法人税、住民税及び事業税
法人税等合計
少数株主損益調整前四半期純損失（△）
四半期純損失（△）
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1,548,196
1,408,142
140,054
※

213,737
△73,683

185
14,227
5,379
19,793

164
11,641
1,634
13,440

308,997
6,537
8,961
1,930
326,427

27,898
－
6,637
60
34,596

△5,704,906

△94,839

－
－
270
227,605
－
51,849
279,725

11,154
430
－
－
30,500
－
42,084

52,566
936
297,650
50,000
－
－
42,338
443,491

－
－
－
－
42,030
△22,000
－
20,030

△5,868,673

△72,785

20,599
20,599

△1,393
△1,393

－

△71,392

△5,889,272

△71,392

(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年８月１日
至 平成22年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）
減価償却費
減損損失
貸倒損失
貸倒引当金の増減額（△は減少）
賞与引当金の増減額（△は減少）
解約損失引当金の増減額（△は減少）
損害賠償損失引当金の増減額（△は減少）
退職給付引当金の増減額（△は減少）
受取利息及び受取配当金
支払利息
その他の固定資産の増減額（△は増加）
関係会社株式売却損益（△は益）
投資有価証券売却損益（△は益）
固定資産売却損益（△は益）
売上債権の増減額（△は増加）
たな卸資産の増減額（△は増加）
前渡金の増減額（△は増加）
その他の流動資産の増減額（△は増加）
仕入債務の増減額（△は減少）
未払消費税等の増減額（△は減少）
前受金の増減額（△は減少）
その他の流動負債の増減額（△は減少）
その他
小計

△9,185,602

164,617

202
52,566
297,650
51,958
△4,473
△255,250
338,331
327
△341
1,552,238
－
－
1,178
△1,781
32
10,234,220
234,386
284,612
△76,150
14,394
3,725
△55,280
△184,981
3,301,964

132
－
－
3,532
－
△50,000
－
747
△232
88,432
15,985
△11,154
△41
△430
31
1,593,023
10,710
1,953
－
47,938
△3,000
△929,090
△53,022
880,134

341
△107,695
△6,720
3,187,889

232
△98,864
△11,001
770,500

△162,840

－

－

△249,790

△1,028
1,781
△40,000
34,120
5,871
5,579
△156,515

△154
430
－
7,738
42
－
△241,733

△3,440,445
△3,500
－
△3,443,945

△1,494,351
－
△100,071
△1,594,422

△412,571

△1,065,655

59,761
603,355
250,545

1,200,717
－
※
135,061

利息及び配当金の受取額
利息の支払額
法人税等の支払額
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
担保預金の預入による支出
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出
有形固定資産の取得による支出
有形固定資産の売却による収入
差入保証金の差入による支出
差入保証金の回収による収入
投資有価証券の売却による収入
その他
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
長期借入金の返済による支出
株式交付費の支出
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
現金及び現金同等物の期首残高
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
※

現金及び現金同等物の四半期末残高
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当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年８月１日
至 平成23年４月30日)

【継続企業の前提に関する事項】
該当事項はありません。

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】
当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年８月１日
至 平成23年４月30日)
資産除去債務に関する会計基準の適用
第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業
会計処理基準に関する事項の変更

会計基準第18号

平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号

平成20年３月31日）を適用し

ております。
これによる当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。

【表示方法の変更】
当第３四半期連結累計期間
(自

平成22年８月１日

至

平成23年４月30日)

（四半期連結損益計算書関係）
「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号
部を改正する内閣府令（平成21年３月24日

平成20年12月26日）に基づく財務諸表等規則等の一

内閣府令第５号）の適用により、当第３四半期連結累計期間では、

「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。
前第３四半期連結累計期間において、区分掲記しておりました「違約金収入」は、営業外収益総数の100分の20
以下となったため、営業外収益の「その他」に含めております。なお、当第３四半期連結累計期間の営業外収益の
「その他」に含まれる「違約金収入」は、1,163千円であります。

当第３四半期連結会計期間
(自

平成23年２月１日

至

平成23年４月30日)

（四半期連結損益計算書関係）
「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号
部を改正する内閣府令（平成21年３月24日

平成20年12月26日）に基づく財務諸表等規則等の一

内閣府令第５号）の適用により、当第３四半期連結会計期間では、

「少数株主損益調整前四半期純損失（△）」の科目を表示しております。

【簡便な会計処理】

①

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年８月１日
至 平成23年４月30日)
当第３四半期連結会計期間末における一般債権の貸倒実績率等について

一般債権の貸倒見積高の算定方
法
は、前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるた
め、前連結会計年度末に算定した貸倒実績率を使用して一般債権の貸倒見積
高を算定しております。

②

固定資産の減価償却費の算定方
定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の
法
額を期間按分して算定する方法によっております。

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】
当第３四半期連結累計期間（自

平成22年８月１日

至

該当事項はありません。
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平成23年４月30日）

【追加情報】
当第３四半期連結累計期間（自

平成22年８月１日

至

該当事項はありません。

― 36 ―

平成23年４月30日）

【注記事項】
(四半期連結貸借対照表関係)
当第３四半期連結会計期間末
(平成23年４月30日)
※１

有形固定資産の減価償却累計額
有形固定資産の減損損失累計額

※２

担保資産及び担保付債務
担保資産
販売用不動産
合計
担保付負債
短期借入金
合計

※３

※４

239千円
60,855

前連結会計年度末
(平成22年７月31日)
※１

有形固定資産の減価償却累計額 1,421千円
減損損失累計額
72,618

※２

担保資産及び担保付債務
担保資産
販売用不動産
建物
土地

11,862,116 千円
11,862,116
10,454,015

合計
担保付負債
短期借入金
合計

10,454,015

当社は、取引銀行との間に当座貸越契約を締結
しており、当該契約に基づく当四半期連結会計
期間末の借入未実行残高は次のとおりでありま
す。
当座貸越契約の総額
2,488,000 千円
626,605
借入実行残高
1,861,394
差引額

※３

たな卸資産の内訳
販売用不動産
仕掛品

※４
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13,402,914
11,904,851
11,904,851

当社は、取引銀行との間に当座貸越契約を締結
しており、当該契約に基づく当連結会計年度末
の借入未実行残高は次のとおりであります。
当座貸越契約の総額
借入実行残高
差引額

11,862,116千円
―

13,386,928千円
4,479
11,506

たな卸資産の内訳
販売用不動産
仕掛品

2,488,000千円
626,908
1,861,091

13,853,235千円
76,746

(四半期連結損益計算書関係)
第３四半期連結累計期間
前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年８月１日
至 平成22年４月30日)
※

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年８月１日
至 平成23年４月30日)

販売費及び一般管理費の主なもの
販売手数料
給与及び賞与
地代家賃
租税公課
管理諸費
貸倒引当金繰入額

426,710
185,848
21,746
45,963
93,721
193,831

※

販売費及び一般管理費の主なもの

千円

販売手数料
給与及び賞与
地代家賃
租税公課
管理諸費

165,808
152,598
21,174
44,469
94,867

千円

第３四半期連結会計期間
前第３四半期連結会計期間
(自 平成22年２月１日
至 平成22年４月30日)
※

当第３四半期連結会計期間
(自 平成23年２月１日
至 平成23年４月30日)

販売費及び一般管理費の主なもの
販売手数料
給与及び賞与
地代家賃
租税公課
管理諸費
貸倒引当金繰入額

271,018
58,299
6,849
15,383
29,281
193,831

※

販売費及び一般管理費の主なもの

千円

販売手数料
給与及び賞与
地代家賃
租税公課
管理諸費

60,191
49,565
7,195
27,975
26,189

千円

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年８月１日
至 平成22年４月30日)
※

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年８月１日
至 平成23年４月30日)

現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸 ※
借対照表に掲記されている科目の金額との関係
現金及び預金
563,386 千円
△312,840
担保に提供している預金
現金及び現金同等物
250,545

現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸
借対照表に掲記されている科目の金額との関係
現金及び預金
12,360 千円
122,701
預け金
現金及び現金同等物
135,061
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(株主資本等関係)
当第３四半期連結会計期間末（平成23年４月30日）及び当第３四半期連結累計期間(自
日 至 平成23年４月30日)
１ 発行済株式に関する事項
株式の種類

当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株)

9,006,575

Ａ種優先株式

8,916

Ｂ種優先株式

26,701

Ｃ種優先株式

2,160,476

Ｄ種優先株式

2,160,410

Ｅ種優先株式

138,822

合計

２

13,501,900

自己株式の種類及び株式数
該当事項はありません。

３

新株予約権の四半期連結会計期間末残高
該当事項はありません。

４

配当に関する事項

(1) 配当金支払額
該当事項はありません。

５

株主資本の著しい変動に関する事項
該当事項はありません。
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平成22年８月１

(セグメント情報等)
【事業の種類別セグメント情報】
前第３四半期連結会計期間(自

平成22年２月１日

不動産再活事業
(百万円)

至

その他事業
(千円)

平成22年４月30日)
計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円))

売上高
(1) 外部顧客に
対する売上高
(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,923,810

173,445

2,097,255

―

2,097,255

―

―

―

―

―

1,923,810

173,445

2,097,255

―

2,097,255

△ 4,921,451

△ 134,348

△ 5,055,799

（342,472）

△ 5,398,272

計
営業損失(△)

前第３四半期連結累計期間(自

平成21年８月１日

不動産再活事業
(千円)

至

その他事業
(千円)

平成22年４月30日)
計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高
(1) 外部顧客に
対する売上高
(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

5,010,418

593,017

5,603,435

―

5,603,435

―

―

―

―

―

5,010,418

593,017

5,603,435

―

5,603,435

△ 6,570,066

10,415

△ 6,559,651

（631,563）

△ 7,191,214

計
営業利益又は営業損失(△)
(注) １

事業区分の方法

内部管理上採用している区分によっております。
２

各事業の主な内容
(1) 不動産再活事業…中古マンション、中古オフィスビル等の販売、新築マンションの分譲、新築オフィス
ビル等の販売
(2) その他…賃料収入、リフォーム売上高、収入手数料等

【所在地別セグメント情報】
前第３四半期連結会計期間(自
期間(自

平成21年８月１日

至

平成22年２月１日

至

平成22年４月30日)及び前第３四半期連結累計

平成22年４月30日)

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。
【海外売上高】
前第３四半期連結会計期間(自
期間(自

平成21年８月１日

至

平成22年２月１日

至

平成22年４月30日)

海外売上高がないため、該当事項はありません。
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平成22年４月30日)及び前第３四半期連結累計

【セグメント情報】
１

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

役会が経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもので
あります。
当社グループは、築年数の経過した中古マンションを仕入れ、リフォームなどのバリューアップを施し
て販売する「不動産再活事業」を主な事業とし、不動産再活事業に付随する不動産賃貸等を「その他事
業」として展開しております。したがって、当社グループでは、「不動産再活事業」と「その他事業」を
報告セグメントとしております。

２

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
当第３四半期連結累計期間(自

平成22年８月１日

至

平成23年４月30日)
(単位：千円)

報告セグメント
計
不動産再活事業

その他事業

調整額
（注）１

四半期連結損益
計算書
（注）２

売上高
外部顧客への売上高

2,689,033

409,793

3,098,827

―

3,098,827

―

―

―

―

―

計

2,689,033

409,793

3,098,827

―

3,098,827

セグメント利益

114,396

102,956

217,353

セグメント間の内部売上高
又は振替高

△374,874

△157,520

(注）１．セグメント利益の調整額△374,874千円は、セグメント間取引消去7,934千円、各報告セグメントに配賦され
ない全社費用△382,808千円であります。全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費でありま
す。
２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整しております。

当第３四半期連結会計期間(自

平成23年２月１日

至

平成23年４月30日)
(単位：千円)

報告セグメント
計
不動産再活事業

その他事業

調整額
（注）１

四半期連結損益
計算書
（注）２

売上高
外部顧客への売上高

1,375,108

173,088

1,548,196

―

1,548,196

―

―

―

―

―

計

1,375,108

173,088

1,548,196

―

1,548,196

セグメント利益

△10,443

76,035

65,592

セグメント間の内部売上高
又は振替高

△139,276

△73,683

(注）１．セグメント利益の調整額△139,276千円は、各報告セグメントに配賦されない全社費用△139,276千円であり
ます。全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整しております。
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３

報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。

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

平

成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第
20号

平成20年３月21日)を適用しております。

― 42 ―

(金融商品関係)
当第３四半期連結会計期間末（平成23年４月30日）
金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい
変動がありません。

(有価証券関係)
当第３四半期連結会計期間末（平成23年４月30日）
有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい
変動がありません。

(デリバティブ取引関係)
当第３四半期連結会計期間末（平成23年４月30日）
当社グループはデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。

(ストック・オプション等関係)
当第３四半期連結会計期間（自

平成23年２月１日

至

平成23年４月30日）

四半期連結財務諸表に与える影響額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

(企業結合等関係)
当第３四半期連結会計期間（自

平成23年２月１日

至

平成23年４月30日）

平成23年２月１日

至

平成23年４月30日）

平成23年２月１日

至

平成23年４月30日）

平成23年２月１日

至

平成23年４月30日）

該当事項はありません。

(資産除去債務関係)
当第３四半期連結会計期間（自
該当事項はありません。

(賃貸等不動産関係)
当第３四半期連結会計期間（自
該当事項はありません。

(リース取引関係)
当第３四半期連結会計期間（自
該当事項はありません。
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(１株当たり情報)
１

１株当たり純資産額
当第３四半期連結会計期間末
(平成23年４月30日)

前連結会計年度末
(平成22年７月31日)
△2,994.47円

(注)

△3,013.05円

１株当たり純資産額の算定上の基礎
当第３四半期
連結会計期間末
(平成23年４月30日)

項目
純資産の部の合計額(千円)
普通株式に係る純資産額(千円)
連結貸借対照表の純資産の部の合計額と１株当たり純資
産の額の算定に用いられた普通株式に係る連結会計年度
末（四半期連結会計期間末）の純資産額との差額（千
円）
（うち新株予約権）
（うち優先株式）
普通株式の発行済株式数(株)
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)

前連結会計年度末
(平成22年７月31日)

238,106

70,981

△26,969,963

△27,137,222

27,208,070

27,208,204

（4,212）

（4,346）

（27,203,858）

（27,203,858）

9,006,575

9,006,575

―

―

9,006,575

9,006,575

２．１株当たり四半期純利益金額等
第３四半期連結累計期間
前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年８月１日
至 平成22年４月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年８月１日
至 平成23年４月30日)

１株当たり四半期純損失金額（△）
△ 2,183.15円 １株当たり四半期純利益金額
なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額
いては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損
失であるため記載しておりません。
(注)

18.13円
18.13円

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金
額の算定上の基礎
項目

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年８月１日
至 平成22年４月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年８月１日
至 平成23年４月30日)

△9,208,174

163,313

△9,208,174

163,313

―

―

4,217,839

9,006,575

四半期連結損益計算書上の四半期純利益又は四半期純損
失（△）(千円)
普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失（△）
(千円)
普通株主に帰属しない金額(千円)
普通株式の期中平均株式数(株)
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第３四半期連結会計期間
前第３四半期連結会計期間
(自 平成22年２月１日
至 平成22年４月30日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成23年２月１日
至 平成23年４月30日)

１株当たり四半期純損失金額（△）
△1,396.28円 １株当たり四半期純損失金額（△）
△7.93円
なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ
なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に
いては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損 ついては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期
失であるため記載しておりません。
純損失であるため記載しておりません。
(注)

１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎
前第３四半期連結会計期間
(自 平成22年２月１日
至 平成22年４月30日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成23年２月１日
至 平成23年４月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純損失（△)(千円）

△5,889,272

△71,392

普通株式に係る四半期純損失（△）(千円)

△5,889,272

△71,392

―

―

4,217,839

9,006,575

項目

普通株主に帰属しない金額(千円)
普通株式の期中平均株式数(株)

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

２ 【その他】
該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

平成22年６月11日
株式会社アルデプロ
取締役会

御中

明誠監査法人
指定社員
業務執行社員
指定社員
業務執行社員

公認会計士

市原

豊

㊞

公認会計士

武田

剛

㊞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式
会社アルデプロの平成21年8月1日から平成22年7月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間（平成
22年2月1日から平成22年4月30日まで）及び第3四半期連結累計期間（平成21年8月1日から平成22年4月30日
まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連
結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結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四半期連結財務諸表に対する結論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四半期レビューの基準に準拠して四半期レビ
ューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し
て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、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実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行
われた。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公
正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アルデプロ及び連結子会社の平成
22年4月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第3四半期連結会計期間及び第3四半期連結累計期
間の経営成績並びに第3四半期累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる
事項がすべての重要な点において認められなかった。
追記情報
１． 継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は、当第3四半期連結会計期間において売
上総損失、営業損失、四半期純損失を計上しており、債務超過の状態にある。また、期限の到来した金融機
関からの借入金及び支払利息について、事業再生ADR手続の開始に伴い返済の一時停止をしている。さら
に、1年以内に多額の社債の償還時期を迎える状況にあるなど、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる
ような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該
状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については、当該注記に記載されている。四半期
連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は四半期連結財務
諸表に反映されていない。
２．重要な後発事象に記載されているとおり
１）会社は、平成22年5月19日付でジーエス・ティーケー・ホールディングス・フォー合同会社との間で、
第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の償還期限をさらに平成22年8月26日まで猶予することに合意
している。
２）会社は平成22年6月1日開催の取締役会において、第3回債権者会議において事業再生計画案が成立する
こと、及び平成22年7月27日開催予定の臨時株主総会において承認されることを条件として、平成22年7
月28日を払込期日とする第三者割当による株式（普通株式及び譲渡制限種類株式）の発行について決議
した。
３）会社は平成22年6月1日開催の取締役会において、第3回債権者会議において事業再生計画案が成立する
ことを条件として、平成22年7月28日を取得日とする自己株式の無償取得及び平成22年7月30日を消却予
定日とする自己株式の消却について決議した。
４）会社は平成22年6月11日開催の取締役会において、第3回債権者会議において事業再生計画案が成立する
ことを条件として、平成22年7月27日開催予定の臨時株主総会に、資本金の額の減少及び資本準備金の
額の減少について付議することを決議した。
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
(注) １

上記は、四半期レビュー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(四半期
報告書提出会社)が別途保管しております。
２ 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

平成23年6月13日
株式会社アルデプロ
取締役会

御中

明誠監査法人

指定社員
業務執行社員

公認会計士

市原

豊

㊞

指定社員
業務執行社員

公認会計士

武田

剛

㊞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式
会社アルデプロの平成22年8月1日から平成23年7月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間（平成
23年2月1日から平成23年4月30日まで）及び第3四半期連結累計期間（平成22年8月1日から平成23年4月30日
まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連
結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結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四半期連結財務諸表に対する結論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四半期レビューの基準に準拠して四半期レビ
ューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し
て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、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実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行
われた。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公
正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アルデプロ及び連結子会社の平成
23年4月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第3四半期連結会計期間及び第3四半期連結累計期間の
経営成績並びに第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる
事項がすべての重要な点において認められなかった。
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
(注) １

上

上記は、四半期レビュー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(四半期
報告書提出会社)が別途保管しております。
２ 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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【表紙】
【提出書類】

確認書

【根拠条文】

金融商品取引法第24条の４の８第１項

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

平成23年６月14日

【会社名】

株式会社アルデプロ

【英訳名】

ARDEPRO

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長

【最高財務責任者の役職氏名】

該当事項はありません。

【本店の所在の場所】

東京都新宿区新宿三丁目１番24号

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所

CO.,Ltd.
高橋康夫

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】
当社代表取締役社長高橋康夫は、当社の第24期第３四半期(自

平成23年２月１日

至

平成23年４月

30日)の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしま
した。

２ 【特記事項】
確認に当たり、特記すべき事項はありません。
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