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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 会社が発行する株式の総数(株) 

普通株式 8,000,000

計 8,000,000

 

② 【発行済株式】 

 

種類 
中間会計期間末 
現在発行数(株) 

(平成17年１月31日) 

提出日現在 
発行数(株) 

(平成17年４月18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 2,948,110 2,948,110
ジャスダック 
証券取引所 

完全議決権株式であり、権利内
容に何ら限定のない当社におけ
る標準となる株式 

計 2,948,110 2,948,110 ― ― 

(注) 当社株式は、日本証券業協会への店頭登録を取消し、平成16年12月13日付でジャスダック証券取引所に 

上場されております。 

 

 

 (2) 【新株予約権等の状況】 

新株予約権 

株主総会の決議日(平成16年10月28日) 

 中間会計期間末現在 
(平成17年１月31日) 

提出日の前月末現在 
(平成17年３月31日) 

新株予約権の数(個) 148 (注)１ 145 

新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 148,000 145,000 

新株予約権の行使時の払込金額(円） １株当たり316 (注)２ 同左 

新株予約権の行使期間 平成18年11月１日～ 
平成21年10月31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) 

発行価格    316 
資本組入額  158 

同左 
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株主総会の決議日(平成16年10月28日) 

 中間会計期間末現在 
(平成17年１月31日) 

提出日の前月末現在 
(平成17年３月31日) 

新株予約権の行使の条件 

 

 新株予約権の割当を受けた者は、権
利行使時においても、当社または当
社子会社の取締役もしくは従業員の
地位にあることを要す。ただし、当
社または当社子会社の取締役を任期
満了により退任した場合、従業員が
定年退職その他正当な理由のある場
合にはこの限りではない。 
 新株予約権の割当を受けた者が新株
予約権の権利行使期間到来前に死亡
した場合は、その権利を喪失する。 
 新株予約権の一部行使は、その目的
たる株式の数が当社の１単元の株式
数の整数倍となる場合に限り、これ
を行うことができる。 
 その他条件は、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。 
 

同左 

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。 

同左 

 

(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は1,000株であります。 

２ 新株予約権発行後、当社が当社普通株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込価格を調

整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

 

１ 
調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 × 

分割（又は併合）の比率 

 

また、新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株式の発行（新株予約権の行使により新株式を発行

する場合を除く。）を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる１円未満の端

数は切り上げる。次の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済み普通株式総数から当社普通

株式に係る自己株式数を控除した数をいうものとする。 

 
新規発行または

処分株式数 
× 

１株当りの払込

または処分価額
既発行株式数 ＋

新規株式発行または処分前の時価 

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 

 

 

(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

 

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16年12月14日 500,000 2,948,110 75,000 394,224 75,000 423,457

(注)  有償第三者割当増資 

発行価格   150,000,000円 

資本組入額   75,000,000円 

割当先    株式会社小森コーポレーション他、８社 
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(4) 【大株主の状況】 
平成17年１月31日現在 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
(千株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

加藤  優 札幌市白石区本通６丁目南５－１ 785 26.6

株式会社小森コーポレーション 東京都墨田区吾妻橋３丁目11－１ 220 7.4

大日精化工業株式会社 東京都中央区日本橋馬喰町１丁目７－６ 200 6.7

総合商研従業員持株会 札幌市東区東苗穂２条３丁目４－48 179 6.1

株式会社光文堂 名古屋市中区金山２丁目15－18 100 3.3

小松印刷株式会社 香川県香川郡香南町大字由佐2100-１ 100 3.3

志田  秋子 札幌市厚別区もみじ台東７丁目６－１ 80 2.7

日藤ホールディングス株式会社 札幌市中央区北３条西14丁目２ 70 2.3

東京インキ株式会社 東京都北区田端新町２丁目７－15 60 2.0

奥山  裕三 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎231－７ 50 1.7

株式会社ローレルインテリジェ
ントシステムズ 

神奈川県横浜市青葉区美しが丘５丁目
35-２ 

50 1.7

計 ― 1,895 64.3

 

 

(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成17年１月31日現在 

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2,944,000 2,944
権利内容に何ら限定のない当社におけ
る標準となる株式 

単元未満株式 普通株式    4,110 ― 同上 

発行済株式総数 2,948,110 ― ― 

総株主の議決権 ― 2,944 ― 

(注) １「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式550株が含まれております。 

(注) ２「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3,000株 

（議決権３個）含まれております。 
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② 【自己株式等】 
平成17年１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 ― ― ― ― ― 

 

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

 

月別 平成16年８月 ９月 10月 11月 12月 平成17年１月

高(円) 345 340 315 309 325 310

低(円) 300 300 290 298 295 300

(注) 高・ 低株価は、平成16年12月12日までは日本証券業協会におけるものであり、平成16年12月13日以降

はジャスダック証券取引所におけるものであります。 

なお、日本証券業協会は平成16年12月13日付でジャスダック証券取引所に移行しております。 

 

３ 【役員の状況】 

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

ります。 

 退任役員 

役名 職名 氏    名 退任年月日 

取締役 営業第１部部長 蛯子 博司 平成16年11月30日 

 

 

 


