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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17年６月30日に提出いたしました第40期（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）有価証券報告書

および添付書類のうち招集通知の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため本有価証券報告書

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１ 企業の概況 

１ 主要な経営指標等の推移 

第２ 事業の状況 

２ 生産、受注及び販売の状況 

４ 事業等のリスク 

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 

(7）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 

（１株当たり情報） 

２ 財務諸表等 

(1）財務諸表 

注記事項 

（１株当たり情報） 

 

添付書類 

株主総会招集通知 

第40期営業報告書 

Ⅱ 会社の概況（平成17年３月31日現在） 

３ 株式の状況 

(5）新株予約権の状況 

貸借対照表および損益計算書 

注記事項 

４ 貸借対照表に関する注記 

(6）新株引受権 

 

３【訂正箇所】 

 有価証券報告書の訂正箇所は   を付して表示しております。また、招集通知につきましては、訂正箇所に波

線を付して、訂正後の招集通知を新たに添付しております。 
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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】 

 

（訂正前） 

回次 第36期 第37期 第38期 第39期 第40期 

決算年月 平成13年３月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月

(1）連結経営指標等       

＜途中略＞ 

潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額 

（円） － － 79.56 174.99 47.50 

＜途中略＞ 

(2）提出会社の経営指標等       

＜途中略＞ 

潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額 

（円） － － 62.39 111.26 39.13 

＜途中略＞ 

 （注）                    ＜以下略＞ 

 

（訂正後） 

回次 第36期 第37期 第38期 第39期 第40期 

決算年月 平成13年３月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月

(1）連結経営指標等       

＜途中略＞ 

潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額 

（円） － － 79.55 174.99 47.50 

＜途中略＞ 

(2）提出会社の経営指標等       

＜途中略＞ 

潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額 

（円） － － 62.38 111.26 39.13 

＜途中略＞ 

 （注）                    ＜以下略＞ 
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第２【事業の状況】 
 

２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 

（訂正前） 

 当社グループは生産活動を行っておりませんが、当連結会計年度末日現在実施中の契約件数を事業部門及び

業務区分ごとに示すと、次の通りであります。 

事業部門及び業務区分の名称 契約件数（件） 前年同期比（％） 

セキュリティ事業   

（機械警備業務） 399,680 10.2 

（常駐警備業務） 2,651 13.3 

（警備輸送業務） 26,699 19.8 

小計 429,030 10.8 

その他の事業 57,312 7.3 

合計 486,342 10.3 

 

（訂正後） 

 当社グループは生産活動を行っておりませんが、当連結会計年度末日現在実施中の契約件数を事業部門及び

業務区分ごとに示すと、次の通りであります。 

事業部門及び業務区分の名称 契約件数（件） 前年同期比（％） 

セキュリティ事業   

（機械警備業務） 399,680 10.2 

（常駐警備業務） 2,651 13.3 

（警備輸送業務） 26,699 19.8 

小計 429,030 10.8 

その他の事業 50,654 △5.2 

合計 479,684 8.8 
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４【事業等のリスク】 

(10）新株予約権（ストックオプション）について 

 

（訂正前） 

 当社は、取締役、執行役員及び従業員に対して、会社貢献意欲の向上及び士気高揚のため、ストックオプ

ション制度を導入し、一定のインセンティブを付与しております。 

 平成17年３月31日現在において、新株予約権の目的となる株式の数は、2,334千株であり、発行済株式数

100,566千株の2.3％に相当致します。これらの新株予約権が行使された場合、保有株主の株式価値を希薄化さ

せる可能性があります。 

 なお、当期末時点における未行使のストックオプションは次の通りであります。 

ストックオプションの付与状況（平成17年３月31日現在） 

株主総会
決議日 

付与対象者 
目的となる
株式の種類 

目的となる株
式の数 

１株当たり
の行使価額

行使時の払込
金額 

行使期間 

平成12年
８月22日 

取締役、従業員 普通株式 925千株 1,385円 1,281百万円 
平成14年９月１日から
平成19年８月21日まで

平成13年
６月28日 

取締役、従業員 普通株式 722千株 1,382円 998百万円 
平成15年７月１日から
平成20年６月30日まで

平成14年
６月27日 

執行役員、従業員 普通株式 261千株 1,414円 369百万円 
平成16年７月１日から
平成21年６月30日まで

平成15年
６月27日 

従業員 普通株式 426千株 1,338円 569百万円 
平成17年７月１日から
平成22年６月30日まで

合計 － － 2,334千株 － 3,219百万円 － 

 （注）                    ＜以下略＞ 

 

（訂正後） 

 当社は、取締役、執行役員及び従業員に対して、会社貢献意欲の向上及び士気高揚のため、ストックオプ

ション制度を導入し、一定のインセンティブを付与しております。 

 平成17年３月31日現在において、新株予約権の目的となる株式の数は、2,247千株であり、発行済株式数

100,566千株の2.2％に相当致します。これらの新株予約権が行使された場合、保有株主の株式価値を希薄化さ

せる可能性があります。 

 なお、当期末時点における未行使のストックオプションは次の通りであります。 

ストックオプションの付与状況（平成17年３月31日現在） 

株主総会
決議日 

付与対象者 
目的となる
株式の種類 

目的となる株
式の数 

１株当たり
の行使価額

行使時の払込
金額 

行使期間 

平成12年
８月22日 

取締役、従業員 普通株式 886千株 1,385円 1,227百万円 
平成14年９月１日から
平成19年８月21日まで

平成13年
６月28日 

取締役、従業員 普通株式 683千株 1,382円 944百万円 
平成15年７月１日から
平成20年６月30日まで

平成14年
６月27日 

執行役員、従業員 普通株式 261千株 1,414円 369百万円 
平成16年７月１日から
平成21年６月30日まで

平成15年
６月27日 

取締役、従業員 普通株式 417千株 1,338円 557百万円 
平成17年７月１日から
平成22年６月30日まで

合計 － － 2,247千株 － 3,099百万円 － 

 （注）                    ＜以下略＞ 
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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】 

① 旧商法第280条ノ19第１項の規定に基づく特別決議による新株引受権の状況 

（平成12年８月22日臨時株主総会決議） 

（訂正前） 

 
事業年度末現在 

（平成17年３月31日） 
提出日の前月末現在 

（平成17年５月31日） 

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（株） 925,600 924,600 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,281,956,000 1,280,571,000 

新株予約権の行使期間 
平成14年９月１日から 
平成19年８月21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（円） 

発行価格   1,385 
資本組入額  1,385 

同左 

新株予約権の行使の条件 （注）１ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
譲渡又は担保に供することは認め
ない 

同左 

 （注）                    ＜以下略＞ 

 

（訂正後） 

 
事業年度末現在 

（平成17年３月31日） 
提出日の前月末現在 

（平成17年５月31日） 

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（株） 886,600 885,600 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,227,941,000 1,226,556,000 

新株予約権の行使期間 
平成14年９月１日から 
平成19年８月21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（円） 

発行価格   1,385 
資本組入額  1,385 

同左 

新株予約権の行使の条件 （注）１ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
譲渡又は担保に供することは認め
ない 

同左 

 （注）                    ＜以下略＞ 
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② 旧商法第280条ノ19第１項の規定に基づく特別決議による新株引受権の状況 

（平成13年６月28日定時株主総会決議） 

（訂正前） 

 
事業年度末現在 

（平成17年３月31日） 
提出日の前月末現在 

（平成17年５月31日） 

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（株） 722,300 716,300 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 998,218,600 989,926,600 

新株予約権の行使期間 
平成15年７月１日から 
平成20年６月30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（円） 

発行価格   1,382 
資本組入額   691 

同左 

新株予約権の行使の条件 （注）１ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
譲渡又は担保に供することは認め
ない 

同左 

 （注）                    ＜以下略＞ 

 

（訂正後） 

 
事業年度末現在 

（平成17年３月31日） 
提出日の前月末現在 

（平成17年５月31日） 

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（株） 683,300 651,300 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 944,320,600 900,096,600 

新株予約権の行使期間 
平成15年７月１日から 
平成20年６月30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（円） 

発行価格   1,382 
資本組入額   691 

同左 

新株予約権の行使の条件 （注）１ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
譲渡又は担保に供することは認め
ない 

同左 

 （注）                    ＜以下略＞ 

 



 

－  － 
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③ 商法第280条ノ20及び商法第280ノ21の規定に基づく特別決議による新株予約権の状況 

（平成14年６月27日定時株主総会決議） 

（訂正前） 

 
事業年度末現在 

（平成17年３月31日） 
提出日の前月末現在日 
（平成17年５月31日） 

新株予約権の数（個） 2,610 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） 261,000 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 369,054,000 同左 

新株予約権の行使期間 
平成16年７月１日から 
平成21年６月30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（円） 

発行価格   1,414 
資本組入額   707 

同左 

新株予約権の行使の条件 （注）１ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡は認めない 同左 

 （注）                    ＜以下略＞ 

 

（訂正後） 

 
事業年度末現在 

（平成17年３月31日） 
提出日の前月末現在日 
（平成17年５月31日） 

新株予約権の数（個） 2,610 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） 261,000 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 369,054,000 同左 

新株予約権の行使期間 
平成16年７月１日から 
平成21年６月30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（円） 

発行価格   1,414 
資本組入額   707 

同左 

新株予約権の行使の条件 （注）１ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
譲渡又は担保に供することは認め
ない 

同左 

 （注）                    ＜以下略＞ 

 



 

－  － 
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④ 商法第280条ノ20及び商法第280ノ21の規定に基づく特別決議による新株予約権の状況 

（平成15年６月27日定時株主総会決議） 

（訂正前） 

 
事業年度末現在 

（平成17年３月31日） 
提出日の前月末現在日 
（平成17年５月31日） 

新株予約権の数（個） 4,260 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） 426,000 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 569,988,000 同左 

新株予約権の行使期間 
平成17年７月１日から 
平成22年６月30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（円） 

発行価格   1,338 
資本組入額   669 

同左 

新株予約権の行使の条件 （注）１ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
譲渡又は担保に供することは認め
ない 

同左 

 （注）                    ＜以下略＞ 

 

（訂正後） 

 
事業年度末現在 

（平成17年３月31日） 
提出日の前月末現在日 
（平成17年５月31日） 

新株予約権の数（個） 4,170 4,130 

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） 417,000 413,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 557,946,000 552,594,000 

新株予約権の行使期間 
平成17年７月１日から 
平成22年６月30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（円） 

発行価格   1,338 
資本組入額   669 

同左 

新株予約権の行使の条件 （注）１ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
譲渡又は担保に供することは認め
ない 

同左 

 （注）                    ＜以下略＞ 
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(7）【ストックオプション制度の内容】 

① 旧商法第280条ノ19第１項の規定に基づく特別決議による新株引受権の状況 

（訂正前） 

＜前略＞ 

６．付与対象者のうち40名は、「新株引受権付与契約」の権利行使条件により、その権利行使株式数の全部

又は一部を失権しております。 

失権した権利行使株式数（分割後に換算） 706,400株 

７．新株引受権の行使時の払込金額は、総額を記載しております。 

８．上記を反映し、株式数及び発行価額の調整後、残存する権利に係わる内容は、(2）新株予約権等の状況

に記載の通りであります。 

 

（訂正後） 

＜前略＞ 

６．付与対象者のうち41名は、「新株引受権付与契約」の権利行使条件により、その権利行使株式数の全部

又は一部を失権しております。 

失権した権利行使株式数（分割後に換算） 745,400株 

７．新株引受権の行使時の払込金額は、総額を記載しております。 

８．上記を反映し、株式数及び発行価額の調整後、残存する権利に係わる内容は、(2）新株予約権等の状況

に記載の通りであります。 

 

 

② 旧商法第280条ノ19第１項の規定に基づく特別決議による新株引受権の状況 

（訂正前） 

＜前略＞ 

６．付与対象者のうち35名は、「新株引受権付与契約」の権利行使条件により、その権利行使株式数の全部

又は一部を失権しております。 

失権した権利行使株式数（分割後に換算） 1,105,000株 

７．新株引受権の行使時の払込金額は、総額を記載しております。 

８．上記を反映し、株式数及び発行価額の調整後、残存する権利に係わる内容は、(2）新株予約権等の状況

に記載の通りであります。 

 

（訂正後） 

＜前略＞ 

６．付与対象者のうち37名は、「新株引受権付与契約」の権利行使条件により、その権利行使株式数の全部

又は一部を失権しております。 

失権した権利行使株式数（分割後に換算） 1,183,000株 

７．新株引受権の行使時の払込金額は、総額を記載しております。 

８．上記を反映し、株式数及び発行価額の調整後、残存する権利に係わる内容は、(2）新株予約権等の状況

に記載の通りであります。 
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③ 商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく特別決議による新株予約権の状況 

（訂正前） 

＜前略＞ 

６．付与対象者のうち60名は、「新株予約権付与契約」の権利行使条件により、その権利行使株式数の全部

又は一部を失権しております。 

失権した権利行使株式数（分割後に換算） 2,184,000株 

７．新株引受権の行使時の払込金額は、総額を記載しております。 

８．上記を反映し、株式数及び発行価額の調整後、残存する権利に係わる内容は、(2）新株予約権等の状況

に記載の通りであります。 

 

（訂正後） 

＜前略＞ 

６．付与対象者のうち59名は、「新株予約権付与契約」の権利行使条件により、その権利行使株式数の全部

又は一部を失権しております。 

失権した権利行使株式数（分割後に換算） 2,184,000株 

７．新株引受権の行使時の払込金額は、総額を記載しております。 

８．上記を反映し、株式数及び発行価額の調整後、残存する権利に係わる内容は、(2）新株予約権等の状況

に記載の通りであります。 

 

 

④ 商法第280条ノ20及び商法第280ノ21の規定に基づく特別決議による新株予約権の状況 

（訂正前） 

＜前略＞ 

４．新株予約権の行使の条件につきましては、平成15年６月27日開催の定時株主総会決議及び平成15年11月

26日開催の取締役会決議に基づき、当社と対象となる取締役、執行役員及び従業員との間で締結する

「新株予約権付与契約書」に定められております。 

５．付与対象者のうち74名は、「新株予約権付与契約」の権利行使条件により、その権利行使株式数の全部

を失権しております。 

失権した権利行使株式数 74,000株 

６．新株引受権の行使時の払込金額は、総額を記載しております。 

７．上記を反映し、株式数及び発行価額の調整後、残存する権利に係わる内容は、(2）新株予約権等の状況

に記載の通りであります。 

 

（訂正後） 

＜前略＞ 

４．新株予約権の行使の条件につきましては、平成15年６月27日開催の定時株主総会決議及び平成15年11月

26日開催の取締役会決議に基づき、当社と対象となる取締役及び従業員との間で締結する「新株予約権

付与契約書」に定められております。 

５．付与対象者のうち83名は、「新株予約権付与契約」の権利行使条件により、その権利行使株式数の全部

を失権しております。 

失権した権利行使株式数 83,000株 

６．新株引受権の行使時の払込金額は、総額を記載しております。 

７．上記を反映し、株式数及び発行価額の調整後、残存する権利に係わる内容は、(2）新株予約権等の状況

に記載の通りであります。 

 



 

－  － 

 

(11) ／ 2005/11/25 22:26 (2005/11/25 22:26) ／ 941596_02_020_2k_05281528／提出理由／os2綜合警備保障／訂正有報（40期）.doc 

11

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 

（１株当たり情報） 

 

（訂正前） 

前連結会計年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

  

１株当たり純資産額 1,188.65円

１株当たり当期純利益金額 175.11円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 174.99円

  

  

１株当たり純資産額 1,222.93円

１株当たり当期純利益金額 47.54円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 47.50円

  
 （注） １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、次の通りで

あります。 

 
前連結会計年度 

（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（百万円） 17,752 4,951 

普通株主に帰属しない金額（百万円） 177 177 

（うち利益処分による役員賞与金） (205） (202） 

（うち持分法適用会社の前期利益処分に
よる役員賞与金のうち提出会社の負担
するべき金額） 

（△28） （△24） 

普通株式に係る当期純利益（百万円） 17,575 4,774 

期中平均株式数（千株） 100,372 100,432 

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（百万円） ─ ─ 

普通株式増加数（千株） 69 82 

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めな

かった潜在株式の概要 

新株予約権２種類（新株予約権の

数9,680個） 

（平成14年６月27日定時株主総会

決議によるもの4,680個及び平成

15年６月27日定時株主総会決議

5,000個）商法第280条ノ20及び商

法第280条ノ21の規定に基づく特

別決議による新株予約権 

─── 
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（訂正後） 

前連結会計年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

  

１株当たり純資産額 1,188.65円

１株当たり当期純利益金額 175.11円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 174.99円

  

  

１株当たり純資産額 1,222.93円

１株当たり当期純利益金額 47.54円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 47.50円

  
 （注） １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、次の通りで

あります。 

 
前連結会計年度 

（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（百万円） 17,752 4,951 

普通株主に帰属しない金額（百万円） 177 177 

（うち利益処分による役員賞与金） (205） (202） 

（うち持分法適用会社の前期利益処分に
よる役員賞与金のうち提出会社の負担
するべき金額） 

（△28） （△24） 

普通株式に係る当期純利益（百万円） 17,575 4,774 

期中平均株式数（千株） 100,372 100,432 

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（百万円） ─ ─ 

普通株式増加数（千株） 67 81 

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めな

かった潜在株式の概要 

新株予約権２種類（新株予約権の

数10,050個） 

（平成14年６月27日定時株主総会

決議によるもの5,070個及び平成

15年６月27日定時株主総会決議

4,980個）商法第280条ノ20及び商

法第280条ノ21の規定に基づく特

別決議による新株予約権 

─── 
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２【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

注記事項 

（１株当たり情報） 

 

（訂正前） 

前事業年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

  

１株当たり純資産額 863.17円

１株当たり当期純利益金額 111.33円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 111.26円

  

  

１株当たり純資産額 888.78円

１株当たり当期純利益金額 39.16円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 39.13円

  
 （注） １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、次の通りで

あります。 

 
前事業年度 

（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（百万円） 11,186 3,949 

普通株主に帰属しない金額（百万円） 10 16 

（うち利益処分による役員賞与金） (10） (16） 

普通株式に係る当期純利益（百万円） 11,176 3,933 

期中平均株式数（千株） 100,385 100,446 

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（百万円） － － 

普通株式増加数（千株） 69 82 

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めな

かった潜在株式の概要 

新株予約権２種類（新株予約権の

数9,680個） 

（平成14年６月27日定時株主総会

決議によるもの4,680個及び平成

15年６月27日定時株主総会決議

5,000個）商法第280条ノ20及び商

法第280条ノ21の規定に基づく特

別決議による新株予約権 

──── 
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（訂正後） 

前事業年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

  

１株当たり純資産額 863.17円

１株当たり当期純利益金額 111.33円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 111.26円

  

  

１株当たり純資産額 888.78円

１株当たり当期純利益金額 39.16円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 39.13円

  
 （注） １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、次の通りで

あります。 

 
前事業年度 

（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（百万円） 11,186 3,949 

普通株主に帰属しない金額（百万円） 10 16 

（うち利益処分による役員賞与金） (10） (16） 

普通株式に係る当期純利益（百万円） 11,176 3,933 

期中平均株式数（千株） 100,385 100,446 

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（百万円） － － 

普通株式増加数（千株） 67 81 

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めな

かった潜在株式の概要 

新株予約権２種類（新株予約権の

数10,050個） 

（平成14年６月27日定時株主総会

決議によるもの5,070個及び平成

15年６月27日定時株主総会決議

4,980個）商法第280条ノ20及び商

法第280条ノ21の規定に基づく特

別決議による新株予約権 

──── 
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