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平成 18年５月期  個別中間財務諸表の概要            平成18年１月17日 

上 場 会 社 名         株式会社レイテックス              上場取引所     東証マザーズ 

コ ー ド 番 号          6672                本社所在都道府県  東京都 
（ＵＲＬ  http://www.raytex.com ）            
代  表  者  代表取締役社長   髙村 淳  
問合せ先責任者  取締役管理本部長  井上和英    ＴＥＬ (042)338－2844 
中間決算取締役会開催日 平成18年１月17日            中間配当制度の有無 有 
中間配当支払開始予定日   － 
単元株制度採用の有無             有(１単元100株) 
 
１． 17年11月中間期の業績(平成17年６月１日～平成17年11月30日) 
(1) 経営成績                                  （百万円未満切捨） 

 売 上 高     営業利益 経常利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

17年11月中間期 
16年11月中間期 

1,243 
972 

( 27.9)
(△6.3)

△396 
△164 

( －  )
( －  )

△427 
△205 

( －  )
( － )

17年５月期 3,621 407 327 
 

 
 中間(当期)純利益 １株当たり中間(当期)純利益
 百万円    ％ 円   銭

17年11月中間期 
16年11月中間期 

△266  
△130  

( －  )
( －  )

△54 
△28 

89 
83 

17年５月期 188  41 81 

 (注)①期中平均株式数 17年11月中間期 4,852,742株  16年11月中間期 4,510,000株 17年５月期 4,509,971株 
    ②会計処理の方法の変更  無 
     ③売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前中間期増減率 

 
(2)配当状況 

 １株当たり 
中間配当金 

１株当たり 
年間配当金 

 円   銭   円   銭   

17年11月中間期 
16年11月中間期 

0   00 
0   00 

－    
－    

17年５月期 －    12   00 

 
(3)財政状態                                  （百万円未満切捨） 

 総 資 産     株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本 

 百万円 百万円 ％ 円   銭

17年11月中間期 
16年11月中間期 

7,522 
5,935 

2,047 
732 

27.2 
12.3 

385      57 
162      34 

17年５月期 6,360 1,050 16.5 232      92 

 (注)①期末発行済株式数 17年11月中間期 5,310,000株 16年11月中間期 4,510,000株 17年５月期 4,510,000株 
   ②期末自己株式数  17年11月中間期       115株 16年11月中間期     ―   株 17年５月期       115株 

 
２．18年５月期の業績予想(平成17年６月１日～平成18年５月31日)          （百万円未満切捨） 

１株当たり年間配当金  
売 上 高     経常利益 当期純利益 

期 末  
 百万円 百万円 百万円 円  銭 円  銭

通   期 5,400 515 266 12  00 12  00 

 (参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 50円17銭 

 (注)上記予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後

様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 

上記予想に関する事項については、18年５月期中間決算短信（連結）の添付資料５ページをご参照ください。 
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１. 個別中間財務諸表等 

(１)中間貸借対照表 

  
前中間会計期間末 

（平成16年11月30日） 
当中間会計期間末 

（平成17年11月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表

（平成17年５月31日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）     

Ⅰ 流動資産     

１．現金及び預金 ※2 881,150 712,001  586,538 

２．受取手形  447,049 358,661  410,629 

３．売掛金  1,483,577 2,530,310  2,418,860 

４．たな卸資産  2,160,370 2,490,234  1,990,472 

５．繰延税金資産  115,080 189,961  27,124 

６．その他 ※3 300,732 193,862  309,448 

貸倒引当金  △5,474 △8,148  △4,715 

流動資産合計   5,382,486 90.7 6,466,883 86.0  5,738,359 90.2

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産 ※1 75,677 401,617  78,298 

２．無形固定資産  212,108 187,058  201,687 

３．投資その他の資産  264,770 467,223  341,796 

固定資産合計   552,556 9.3 1,055,899 14.0  621,782 9.8

資産合計   5,935,043 100.0 7,522,783 100.0  6,360,141 100.0
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前中間会計期間末 

（平成16年11月30日） 
当中間会計期間末 

（平成17年11月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表

（平成17年５月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債     

１．支払手形  539,286 542,328  509,034 

２．買掛金  505,961 259,217  430,632 

３．短期借入金  1,010,000 1,138,000  870,000 

４．１年以内返済予定
長期借入金 

 1,192,742 1,693,037  1,547,933 

５．未払法人税等  3,707 6,464  134,196 

６．製品保証引当金  21,870 32,100  24,542 

７．その他  62,335 63,864  84,772 

流動負債合計   3,335,903 56.2 3,735,012 49.7  3,601,110 56.6

Ⅱ 固定負債     

１．長期借入金 ※2 1,865,311 1,740,438  1,708,588 

２．その他  1,685 －  － 

固定負債合計   1,866,996 31.5 1,740,438 23.1  1,708,588 26.9

負債合計   5,202,899 87.7 5,475,450 72.8  5,309,699 83.5

（資本の部）     

Ⅰ 資本金   413,000 7.0 1,072,200 14.2  413,000 6.5

Ⅱ 資本剰余金     

資本準備金  388,150 1,046,310  388,150 

資本剰余金合計   388,150 6.5 1,046,310 13.9  388,150 6.1

Ⅲ 利益剰余金     

中 間 未 処 理 損 失
（△）又は当期未
処分利益 

 △69,006 △70,914  249,555 

利益剰余金合計   △69,006 △1.2 △70,914 △0.9  249,555 3.9

Ⅳ 自己株式   － － △263 △0.0  △263 △0.0

資本合計   732,143 12.3 2,047,332 27.2  1,050,442 16.5

負債・資本合計   5,935,043 100.0 7,522,783 100.0  6,360,141 100.0
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（２）中間損益計算書 

 
前中間会計期間 

（自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 

至 平成17年11月30日） 

前事業年度の要約損益計算書
（自 平成16年６月１日 

至 平成17年５月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高  972,976 100.0 1,243,964 100.0  3,621,174 100.0

Ⅱ 売上原価  537,644 55.3 844,457 67.9  1,919,691 53.0

売上総利益  435,332 44.7 399,507 32.1  1,701,483 47.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費  599,983 61.6 796,107 64.0  1,293,759 35.7

営業利益又は営業

損失(△) 
 △164,651 △16.9 △396,600 △31.9  407,723 11.3

Ⅳ 営業外収益 ※1  795 0.1 20,532 1.7  1,611 0.0

Ⅴ 営業外費用 ※2  41,401 4.3 51,865 4.2  81,962 2.3

経常利益又は経常
損失(△)  △205,257 △21.1 △427,933 △34.4  327,372 9.0

Ⅵ 特別損失 ※3  788 0.1 944 0.1  788 0.0

税引前中間純損失
(△)又は税引前当
期純利益 

 △206,045 △21.2 △428,877 △34.5  326,584 9.0

法人税、住民税及
び事業税 573 2,143  127,441 

法人税等調整額 △76,616 △76,042 △7.8 △164,670 △162,526 △13.1 10,583 138,025 3.8

中間純損失(△)又
は当期純利益  △130,002 △13.4 △266,350 △21.4  188,558 5.2

前期繰越利益  60,996 195,436   60,996

中 間 未 処 理 損 失
(△)又は当期未処
分利益 

 △69,006 △70,914   249,555
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項   

期  別 
 
項  目 

前中間会計期間 
（自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 

至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 

至 平成17年５月31日） 

１．資産の評価基準及び評

価方法 

(1）有価証券 

子会社株式及び関連会社 

株式 

  移動平均法による原価法 

(1）有価証券 

子会社株式及び関連会社 

株式 

同左 

 

(1）有価証券 

子会社株式及び関連会社 

株式 

同左 

 

 (2）たな卸資産 

① 製品・商品・仕掛品 

個別法による原価法 

② 原材料 

月次総平均法による原

価法 

③ 貯蔵品 

終仕入原価法 

(2）たな卸資産 

① 製品・商品・仕掛品 

同左 

② 原材料 

同左 

 

③ 貯蔵品 

同左 

(2）たな卸資産 

① 製品・商品・仕掛品 

同左 

② 原材料 

同左 

 

③ 貯蔵品 

同左 

２．固定資産の減価償却の

方法 

(1）有形固定資産 

定率法を採用しておりま

す。 

なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。 

工具、器具及び備品  

４～８年 

(1）有形固定資産 

定率法を採用しておりま

す。 

なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。 

建物   15～50年 

工具、器具及び備品  

４～８年 

 

(1）有形固定資産 

同左 

 

 (2）無形固定資産 

① 市場販売目的のソフト

ウェア 

見込み販売期間（3年）

による定額法 

② 自社利用目的のソフト

ウェア 

社内における見積利用期

間（5年）による定額法 

(2）無形固定資産 

 (ｲ)ソフトウェア 

① 市場販売目的のソフト

ウェア 

見込み販売期間（3年）

による定額法 

② 自社利用目的のソフト

ウェア 

社内における見積利用

期間（5年）による定額法

 (ﾛ)特許権 

   定額法を採用しておりま

す。なお、償却年数は８年

であります。 

(2）無形固定資産 

 (ｲ)ソフトウェア 

① 市場販売目的のソフト

ウェア 

同左 

 

② 自社利用目的のソフト

ウェア 

同左 

 

 (ﾛ)特許権 

同左 
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期  別 
 
項  目 

前中間会計期間 
（自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 

至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 

至 平成17年５月31日） 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸

倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上

しております。 

 

(2）製品保証引当金 

 製品のアフターサービスに

伴う費用の支出に備えるた

め、当該製品の売上高に対し

過去のアフターサービス費用

発生の実績率に基づいて計上

しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2）製品保証引当金 

同左 

 

(1）貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2）製品保証引当金 

同左 

 

４．外貨建の資産及び負債

の本邦通貨への換算基

準 

 外貨建金銭債権債務は、中

間決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しておりま

す。 

同左  外貨建金銭債権債務は、決

算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益

として処理しております。 

５．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理に

よっております。 

同左 同左 
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期  別 
 
項  目 

前中間会計期間 
（自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 

至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 

至 平成17年５月31日） 

６．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについて

は、特例処理の要件を満た

しておりますので、特例処

理を採用しております。 

 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段 

  金利スワップ 

 ヘッジ対象 

  借入金利息 

 

(3）ヘッジ方針 

借入金の金利変動リスク

をヘッジするため、変動金

利を固定金利にした金利ス

ワップ取引を利用して、将

来 の 金 利 上 昇 が キ ャ ッ

シュ・フローに及ぼす影響

を限定しております。 

 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップについて

は、特例処理によっている

ため、有効性の評価を省略

しております。 

 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

 

 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

同左 

ヘッジ対象 

同左 

 

(3）ヘッジ方針 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 

 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

 

 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

同左 

ヘッジ対象 

同左 

 

(3）ヘッジ方針 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 

 

７．その他中間財務諸表

（財務諸表）作成のた

めの基本となる重要な

事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

 

消費税等の会計処理 

同左 

 

消費税等の会計処理 

同左 
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会計処理方法の変更   

前中間会計期間 
（自 平成16年６月１日 

至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 

至 平成17年５月31日） 

当社は従来、国内の売上高の計上基準

については、出荷基準を採用しておりま

したが、当中間会計期間より装置の据付

完了をもって引渡し、これをもって売上

計上を認識する引渡基準に変更しまし

た。この変更は、前事業年度上期におい

て国内の大口の販売代理店契約を解消し

たことに伴い、前下期よりユーザーへの

直接販売が増加しており、今後はユー

ザーへの直接販売が当社の主要な販売方

法となると予想され、当社のサービス担

当者が装置の据付設置を指導し据付完了

の確認後に引渡すことにより売上計上を

行うことが、売上計上の確実性の観点か

らより望ましいものと考えられるため

行ったものであります。なお、当中間会

計期間においては従来の方法に比較して

損益に与える影響はありません。 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当中間会計期間から固定資産の減損に

係る会計基準（「固定資産の減損に係る

会計基準の設定に関する意見書」（企業

会計審議会 平成14年８月９日））及び

「固定資産の減損に係る会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第６号 

平成15年10月31日）を適用しておりま

す。これによる損益に与える影響はあり

ません。 

当社は従来、国内の売上高の計上基準

については、出荷基準を採用しておりま

したが、当事業年度より装置の据付完了

をもって引渡し、これをもって売上計上

を認識する引渡基準に変更しました。こ

の変更は、前事業年度上期において国内

の大口の販売代理店契約を解消したこと

に伴い、前下期よりユーザーへの直接販

売が増加しており、今後はユーザーへの

直接販売が当社の主要な販売方法となる

と予想され、当社のサービス担当者が装

置の据付設置を指導し据付完了の確認後

に引渡すことにより売上計上を行うこと

が、売上計上の確実性の観点からより望

ましいものと考えられるため行ったもの

であります。なお、当事業年度において

は従来の方法に比較して損益に与える影

響はありません。 
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注記事項 

（中間貸借対照表関係）   

前中間会計期間末 
（平成16年11月30日） 

当中間会計期間末 
（平成17年11月30日） 

前事業年度 
（平成17年５月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

32,638千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

54,223千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

47,821千円 

 

※２ 担保資産及び担保付債務 

－ 

 

 

※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであ

ります。 

 定期預金   6,000千円 

担保付債務は次のとおりであります。 

 長期借入金  6,000千円 

 

※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであ

ります。 

 定期預金   6,000千円 

担保付債務は次のとおりであります。 

 長期借入金  6,000千円 

 

※３ 消費税等の取扱い 

 仮払消費税等及び仮受消費税等

は、相殺のうえ、金額的重要性が

乏しいため、流動資産の「その

他」に含めて表示しております。 

※３ 消費税等の取扱い 

同左 

 

 

※３     － 

 

 

 

 



－  － 
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（中間損益計算書関係）   

前中間会計期間 
（自 平成16年６月１日 

至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 

至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 

至 平成17年５月31日） 

※１  営業外収益のうち主要なもの 

    受取利息       60千円 

※１  営業外収益のうち主要なもの 

    受取利息       126千円

為替差益      18,914千円

 

※１  営業外収益のうち主要なもの 

    受取利息       222千円

 

※２  営業外費用のうち主要なもの 

    支払利息     34,680千円 

※２  営業外費用のうち主要なもの 

    支払利息     37,393千円

    新株発行費      9,230千円

※２  営業外費用のうち主要なもの 

    支払利息     72,646千円

 

※３  特別損失のうち主要なもの 

    工具、器具及び備品 

    除却損        531千円 

 

 

４  減価償却実施額 

有形固定資産    9,000千円 

無形固定資産    8,931千円 

 

 

 ５  当社の売上は、通常の形態とし

て、３月決算の顧客が新年度初

めに予算を執行することが主な

理由と思われますが、上半期に

比べ下半期における出荷が多い

ことより、事業年度の上半期の

売上と下半期の売上との間に著

しい相違があり、上半期と下半

期の業績に季節的変動がありま

す。 

 

※３  特別損失のうち主要なもの 

    工具、器具及び備品   

    除却損        944千円

 

 

４  減価償却実施額 

    有形固定資産    12,727千円

    無形固定資産     14,879千円

 

 

 ５     同左 

 

※３  特別損失のうち主要なもの 

   建物除却損      256千円

    工具、器具及び備品   

    除却損        531千円

 

４  減価償却実施額 

    有形固定資産   20,786千円

    無形固定資産   24,551千円

 

 

 ５     － 



－  － 
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(リース取引関係) 

前中間会計期間 
（自 平成16年６月１日 

至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 

至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 

至 平成17年５月31日） 

１. リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引 

１.リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

１.リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引 

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額 
 

科目 
取得価額
相当額 

減価償却
累計額相
当額 

中間期末
残高相当
額 

 千円 千円 千円 

車両運
搬具 

18,575 5,160 13,415 

合計 18,575 5,160 13,415 

  

 

科目 
取得価額
相当額 

減価償却
累計額相
当額 

中間期末
残高相当
額 

 千円 千円 千円

車両運
搬具 

18,575 9,042 9,533

工具、
器具及
び備品

5,600 700 4,899

ソフト
ウェア

3,500 437 3,062

合計 27,675 10,179 17,496

 

 

科目 
取得価額
相当額 

減価償却
累計額相
当額 

期末残高
相当額 

 千円 千円 千円

車両運
搬具 

18,575 7,101 11,474

合計 18,575 7,101 11,474

 

(2)未経過リース料中間期末残高相当額 (2)未経過リース料中間期末残高相当額 (2)未経過リース料期末残高相当額 
 

１年内 3,981千円

１年超 9,696千円

計 13,677千円
  

 
１年内 11,916千円

１年超 5,789千円

計 17,705千円
  

 
１年内 4,112千円

１年超 7,606千円

計 11,718千円
  

(3)支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額 

(3)支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額 

(3)支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 
 

支払リース料 2,552千円

減価償却費相当額 1,940千円

支払利息相当額 456千円
  

 
支払リース料 3,216千円

減価償却費相当額 3,078千円

支払利息相当額 433千円
  

 
支払リース料 3,854千円

減価償却費相当額 3,881千円

支払利息相当額 851千円
  

(4)減価償却費相当額の算定方法 (4)減価償却費相当額の算定方法 (4)減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数として、残存価

額を零とする定額法によっておりま

す。 

同左 同左 

(5)利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各

期への配分方法はについては、利息法

によっております。 

(5)利息相当額の算定方法 

同左 

 

(5)利息相当額の算定方法 

同左 

 

 

２.オペレーティング・リース取引 

 未経過リース料 

１年内 3,468千円

１年超 6,069千円

計 9,537千円
 

 

２.オペレーティング・リース取引 

 未経過リース料 
 

１年内 3,468千円

１年超 2,601千円

計 6,069千円
 

 

２.オペレーティング・リース取引 

 未経過リース料 
 

１年内 3,468千円

１年超 4,335千円

計 7,803千円
 



－  － 
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（有価証券関係）   

前中間会計期間 
（自 平成16年６月１日 

至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 

至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 

至 平成17年５月31日） 

子会社株式で時価評価のあるもの 

該当事項はありません。 

子会社株式で時価評価のあるもの 

該当事項はありません。 

子会社株式で時価評価のあるもの 

該当事項はありません。 

 



－  － 
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（１株当たり情報） 

前中間会計期間 
（自 平成16年６月１日 

至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 

至 平成17年５月31日） 

１株当たり純資産額          

162.34円 

１株当たり中間純損失金額        

28.83円 

 

 なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式は

存在するものの１株当たり中間純損失

であるため記載しておりません。 

 当社は、平成16年２月３日付で株式

１株につき1,000株の株式分割を行って

おります。 

 なお、当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の前中間会計期間

における１株当たり情報については、

以下のとおりとなります。 

１株当たり純資産額  53.41円 

１株当たり中間純損失  8.19円 

 潜在株式調整後１株当たり中間純利

益については、潜在株式がないため記

載しておりません。 

１株当たり純資産額      

385.57円 

１株当たり中間純損失金額        

54.89円 

 

 なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式は

存在するものの１株当たり中間純損失

であるため記載しておりません。 

 

１株当たり純資産額         

232.92円 

１株当たり当期純利益金額       

41.81円 

 

なお潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額については、希薄化効果を有し

ている潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。 

（注）１株当たり中間純損失(△)又は当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前中間会計期間 

（自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日）

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 

至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 

至 平成17年５月31日）

１株当たり中間(当期)純利益金額    

中間純損失(△)又は当期純利益（千円） △130,002 △266,350 188,558 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る中間純損失(△)又は 

当期純利益（千円） 
△130,002 △266,350 188,558 

期中平均株式数（株） 4,510,000 4,852,742 4,509,971 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり中間(当期)純利益の算定に含

めなかった潜在株式の概要 

平成16年８月26日定時株

主総会で決議された新株

予約権 

(新株予約権の数  500個

 普通株式   50,000株)

平成16年８月26日定時株

主総会で決議された新株

予約権 

(新株予約権の数 500個 

 普通株式   50,000株) 

平成17年８月25日定時株

主総会で決議された新株

予約権 

(新株予約権の数 1,000個 

 普通株式  100,000株) 

平成16年８月26日定時株

主総会で決議された新株

予約権 

(新株予約権の数  500個

 普通株式   50,000株)

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

 

２. 役員の異動 

該当事項はありません。 


