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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４月25日に提出いたしました第23期（自 平成18年２月１日 至 平成19年１月31日）有価証券報告書の一部

に追加訂正すべき事項がありましたので、これに追加訂正するため、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・オプション等関係） 

当連結会計年度（自 平成18年２月１日 至 平成19年１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）ストック・オプションの内容 

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

① ストック・オプションの数 

② 単価情報 

  

３【訂正箇所】 

 訂正箇所には下線を付しています。 

  

  



第一部【企業情報】 
  

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・オプション等関係） 

当連結会計年度（自 平成18年２月１日 至 平成19年１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）ストック・オプションの内容 

＜訂正前＞ 

(1）ストック・オプションの内容 

  

＜訂正後＞ 

(1）ストック・オプションの内容 

① 提出会社 

② 連結子会社 

(a）レッドゼロ・インク 

  

 

  
平成15年 

ストック・オプション① 
平成15年

ストック・オプション② 
平成16年 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び数 同社子会社従業員  ２名 同社子会社従業員  ２名
同社子会社従業員  ４名
同社子会社顧問   １名 

ストック・オプション数 普通株式    80,000株 普通株式    80,000株 普通株式    57,500株

付与日 平成15年10月１日 平成15年10月１日
平成16年１月１日から
平成16年８月８日まで 

権利確定条件 

付与日から権利確定日まで
継続して在籍していること
及び段階的に権利行使が可
能となる条件が付されてお
ります。細目については付
与対象者と締結する雇用契
約書等及び「Stock 
Incentive Plan」に定めて
おります。 

同左 同左 

対象勤務期間 

付与日から権利確定日ま
で。なお、権利確定日は、
一定期間を経過した日及び
段階的な権利行使期間に応
じて定められ、最終の権利
行使期間の開始日は、平成
18年９月30日であります。 

付与日から権利確定日ま
で。なお、権利確定日は、
一定期間を経過した日及び
段階的な権利行使期間に応
じて定められ、最終の権利
行使期間の開始日は、平成
19年９月30日であります。 

同左 

権利行使期間 
最初の権利確定日（平成16
年10月１日）から９年以内 

同左 最初の権利確定日（平成17
年１月１日から平成17年８
月８日まで）から９年以内 



  

(b）シーバレー・インク 

  

 

  
平成17年 

ストック・オプション 
平成18年

ストック・オプション 
  

付与対象者の区分及び数 
同社子会社従業員  ９名
同社子会社顧問   ３名 

同社子会社従業員  ７名
同社子会社顧問   ２名 

ストック・オプション数 普通株式    58,500株 普通株式    12,800株

付与日 
平成17年１月31日から
平成17年11月25日まで 

平成18年４月８日から
平成18年11月２日まで 

  

権利確定条件 

付与日から権利確定日まで
継続して在籍していること
及び段階的に権利行使が可
能となる条件が付されてお
ります。細目については付
与対象者と締結する雇用契
約書等及び「Stock 
Incentive Plan」に定めて
おります。 

同左 

  

対象勤務期間 

付与日から権利確定日ま
で。なお、権利確定日は、
一定期間を経過した日及び
段階的な権利行使期間に応
じて定められ、最終の権利
行使期間の開始日は、平成
20年12月31日であります。 

付与日から権利確定日ま
で。なお、権利確定日は、
一定期間を経過した日及び
段階的な権利行使期間に応
じて定められ、最終の権利
行使期間の開始日は、平成
22年１月１日であります。 

権利行使期間 
最初の権利確定日（平成18
年１月31日から平成18年11
月25日まで）から９年以内 

最初の権利確定日（平成19
年４月８日から平成19年11
月２日まで）から９年以内 

  
平成16年 

ストック・オプション① 
平成16年

ストック・オプション② 
平成16年 

ストック・オプション③ 

付与対象者の区分及び数 同社子会社取締役  １名 同社子会社従業員  ２名 同社子会社従業員  ３名

ストック・オプション数 普通株式    281,250株 普通株式  129,375株 普通株式    202,875株

付与日 平成16年１月１日 平成16年３月１日
平成16年４月１日から
平成16年４月19日まで 

権利確定条件 

付与日から権利確定日まで
継続して在籍していること
及び段階的に権利行使が可
能となる条件が付されてお
ります。細目については同
社と付与対象者との間で締
結する「Stock Option 
Agreement」及び「Stock 
Incentive Plan」に定めて
おります。 

同左 同左 

対象勤務期間 

付与日から権利確定日ま
で。なお、権利確定日は、
一定期間を経過した日及び
段階的な権利行使期間に応
じて定められ、最終の権利
行使期間の開始日は、平成
19年１月31日であります。 

付与日から権利確定日ま
で。なお、権利確定日は、
一定期間を経過した日及び
段階的な権利行使期間に応
じて定められ、最終の権利
行使期間の開始日は、平成
19年３月31日であります。 

付与日から権利確定日ま
で。なお、権利確定日は、
一定期間を経過した日及び
段階的な権利行使期間に応
じて定められ、最終の権利
行使期間の開始日は、平成
19年４月30日であります。 

権利行使期間 
最初の権利確定日（平成17
年１月１日）から４年間 

最初の権利確定日（平成17
年３月１日）から４年間 

最初の権利確定日（平成17
年４月１日から平成17年４
月19日まで）から４年間 



  

 

  
平成17年 

ストック・オプション① 
平成17年

ストック・オプション② 
平成18年 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び数 
同社子会社取締役  １名
同社子会社従業員  １名 

同社子会社従業員  １名 同社子会社従業員  10名

ストック・オプション数 普通株式    192,500株 普通株式    6,000株 普通株式    17,500株

付与日 平成17年４月１日 平成17年６月１日 平成18年１月１日

権利確定条件 

付与日から権利確定日まで
継続して在籍していること
及び段階的に権利行使が可
能となる条件が付されてお
ります。細目については同
社と付与対象者との間で締
結する「Stock Option 
Agreement」及び「Stock 
Incentive Plan」に定めて
おります。 

同左 同左 

対象勤務期間 

付与日から権利確定日ま
で。なお、権利確定日は、
一定期間を経過した日及び
段階的な権利行使期間に応
じて定められ、最終の権利
行使期間の開始日は、平成
20年４月30日であります。 

付与日から権利確定日ま
で。なお、権利確定日は、
一定期間を経過した日及び
段階的な権利行使期間に応
じて定められ、最終の権利
行使期間の開始日は、平成
20年６月30日であります。 

付与日から権利確定日ま
で。なお、権利確定日は、
一定期間を経過した日及び
段階的な権利行使期間に応
じて定められ、最終の権利
行使期間の開始日は、平成
21年１月31日であります。 

権利行使期間 
最初の権利確定日（平成18
年４月１日）から４年間 

最初の権利確定日（平成18
年６月１日）から４年間 

最初の権利確定日（平成19
年１月１日）から４年間 



(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

① ストック・オプションの数 

＜訂正前＞ 

① ストック・オプションの数 

  

＜訂正後＞ 

① ストック・オプションの数 

(a）提出会社 

(b）連結子会社 

(ｉ）レッドゼロ・インク 

  

 

  
平成15年

ストック・オプション① 
平成15年

ストック・オプション② 
平成16年 

ストック・オプション 

権利確定前       （株）

前連結会計年度末 20,002 46,668 18,709

分割による増加 － － －

付与 － － －

失効 － － －

権利確定 20,002 26,666 12,500

未確定残 － 20,002 6,209

権利確定後       （株）

前連結会計年度末 59,998 33,332 38,791

分割による増加 － － －

権利確定 20,002 26,666 12,500

権利行使 － － －

失効 － － －

未行使残 80,000 59,998 51,291



 （注） 上記株式数は連結子会社の決算日を基準とした変動状況を記載しております。 

  

（ⅱ）シーバレー・インク 

  

 

  
平成17年

ストック・オプション 
平成18年

ストック・オプション 
  

権利確定前       （株）

前連結会計年度末 58,500 －

分割による増加 － －

付与 － 12,800

失効 － －

権利確定 45,245 －

未確定残 13,255 12,800

権利確定後       （株）

前連結会計年度末 － －

分割による増加 － －

権利確定 45,245 －

権利行使 － －

失効 － －

未行使残 45,245 －

  
平成16年

ストック・オプション① 
平成16年

ストック・オプション② 
平成16年 

ストック・オプション③ 

権利確定前       （株）

前連結会計年度末 101,563 53,907 90,167

分割による増加 － － －

付与 － － －

失効 － － －

権利確定 93,750 43,125 67,625

未確定残 7,813 10,782 22,542

権利確定後       （株）

前連結会計年度末 179,687 75,468 112,708

分割による増加 － － －

権利確定 93,750 43,125 67,625

権利行使 － － －

失効 － － －

未行使残 273,437 118,593 180,333



 （注） 上記株式数は連結子会社の決算日を基準とした変動状況を記載しております。 

  

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

② 単価情報 

＜訂正前＞ 

② 単価情報 

  

＜訂正後＞ 

② 単価情報 

(a）提出会社 

(b）連結子会社 

(ｉ）レッドゼロ・インク 

  

  

 

  
平成17年

ストック・オプション① 
平成17年

ストック・オプション② 
平成18年 

ストック・オプション 

権利確定前       （株）

前連結会計年度末 192,500 6,000 －

分割による増加 － － －

付与 － － 17,500

失効 － － 1,500

権利確定 106,943 3,000 －

未確定残 85,557 3,000 16,000

権利確定後       （株）

前連結会計年度末 － － －

分割による増加 － － －

権利確定 106,943 3,000 －

権利行使 － － －

失効 － － －

未行使残 106,943 3,000 －

  
平成15年

ストック・オプション① 
平成15年

ストック・オプション② 
平成16年 

ストック・オプション 

権利行使価格     （US$） 0.02 0.75 同左 

行使時平均株価 － － －

公平な評価単価（付与日） － － －

  
平成17年

ストック・オプション 
平成18年

ストック・オプション 
  

権利行使価格     （US$） 0.75 同左

行使時平均株価 － －

公平な評価単価（付与日） － －



(ⅱ）シーバレー・インク 

  

  

  

  

  
平成16年

ストック・オプション① 
平成16年

ストック・オプション② 
平成16年 

ストック・オプション③ 

権利行使価格     （US$） 0.01 0.15 0.30

行使時平均株価 － － －

公平な評価単価（付与日） － － －

  
平成17年

ストック・オプション① 
平成17年

ストック・オプション② 
平成18年 

ストック・オプション 

権利行使価格     （US$） 0.60 1.00 同左 

行使時平均株価 － － －

公平な評価単価（付与日） － － －


