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１．平成18年５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 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年５月中間期 13,938 (  1.0 ) 489 (   5.9 ) 252 (   7.2 )
17年５月中間期 13,806 ( 12.7 ) 462 ( 138.5 ) 235 ( 670.6 )

17年５月期 28,229 1,071 610

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭

18年５月中間期 140 (  17.0 ) 2,496 79
17年５月中間期 119 ( 458.4 ) 12,314 01

17年５月期 305 30,839 47

（注）①期中平均株式数 18年５月中間期 56,100株 17年５月中間期 9,720株 17年５月期 9,921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、対前年中間期増減率であります。

(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

18年５月中間期 400 00 　　　　――――――
17年５月中間期 0 00 　　　　――――――

17年５月期 　　　　―――――― 2,000 00

(3）財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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

18年５月中間期 16,336 2,606 16.0 46,469 23
17年５月中間期 11,861 1,529 12.9 157,339 35

17年５月期 15,354 2,489 16.2 221,860 03

（注）①期末発行済株式数 18年５月中間期 56,100株 17年５月中間期 9,720株 17年５月期 11,220株

②期末自己株式数 18年５月中間期 －株 17年５月中間期 －株 17年５月期 －株

２．平成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）  

 売上高 経常利益 当期純利益
１株当たり年間配当金

期末  

  百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭

通　期 31,123  904  420  400 00 800 00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　7,491円33銭

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
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６．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）
対前中間
期比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１．現金及び預金   504,283   853,658  349,375  663,390  

２．売掛金   30,432   6,887  △23,545  13,321  

３．たな卸資産 ※１  9,638,588   14,146,769  4,508,181  13,160,625  

４．前渡金   286,341   205,098  △81,242  197,097  

５．繰延税金資産   33,346   41,679  8,332  63,134  

６．その他   94,898   98,507  3,608  125,635  

　貸倒引当金   △388   △694  △306  △920  

流動資産合計   10,587,503 89.3  15,351,907 94.0 4,764,404  14,222,285 92.6

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産            

(1）建物 ※１ 392,848   340,880    395,994   

減価償却累
計額

 28,870 363,977  38,765 302,115  △61,861 37,128 358,866  

(2）土地 ※１  494,355   372,495  △121,860  494,355  

(3）その他  60,139   61,039    62,779   

減価償却累
計額

 39,861 20,278  43,118 17,921  △2,357 44,302 18,477  

有形固定資産
合計

  878,611 7.4  692,531 4.2 △186,079  871,699 5.7

２．無形固定資産   5,826 0.0  4,835 0.0 △991  5,098 0.0

３．投資その他の
資産

           

(1）投資有価証
券

  97,022   －  △97,022  962  

(2）関係会社株
式

  28,136   28,136  0  28,136  

(3）繰延税金資
産

  30,438   35,810  5,371  28,431  

(4）その他   235,327   226,213  △9,113  200,046  

　貸倒引当金   △1,779   △2,916  △1,136  △1,959  

投資その他の
資産合計

  389,144 3.3  287,243 1.8 △101,900  255,616 1.7

固定資産合計   1,273,582 10.7  984,610 6.0 △288,971  1,132,413 7.4

資産合計   11,861,085 100.0  16,336,517 100.0 4,475,432  15,354,699 100.0
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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）
対前中間
期比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．買掛金   397,566   584,482  186,916  440,812  

２．短期借入金 ※１  6,172,200   8,239,800  2,067,600  7,326,650  

３．１年内返済予
定長期借入金

※１  556,009   1,009,967  453,958  1,090,341  

４．１年内償還予
定社債

  220,000   290,000  70,000  270,000  

５．未払法人税等   103,333   105,751  2,418  226,554  

６．前受金   152,760   120,600  △32,160  110,990  

７．その他 ※３  173,726   207,966  34,240  226,538  

流動負債合計   7,775,595 65.6  10,558,569 64.6 2,782,973  9,691,886 63.1

Ⅱ　固定負債            

１．社債   550,000   260,000  △290,000  415,000  

２．長期借入金 ※１  1,896,753   2,730,993  834,240  2,583,582  

３．役員退職慰労
引当金

  51,003   76,793  25,790  62,072  

４．その他   58,394   103,236  44,841  112,887  

固定負債合計   2,556,151 21.5  3,171,024 19.4 614,872  3,173,542 20.7

負債合計   10,331,746 87.1  13,729,593 84.0 3,397,846  12,865,429 83.8

            

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   216,900 1.8  535,650 3.3 318,750  535,650 3.5

Ⅱ　資本剰余金            

１．資本準備金  191,873   644,498    644,498   

資本剰余金合計   191,873 1.6  644,498 4.0 452,625  644,498 4.2

Ⅲ　利益剰余金            

１．中間（当期）
未処分利益

 1,122,867   1,426,775    1,309,145   

利益剰余金合計   1,122,867 9.5  1,426,775 8.7 303,907  1,309,145 8.5

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

  △2,303 △0.0  －  2,303  △24 △0.0

資本合計   1,529,338 12.9  2,606,924 16.0 1,077,585  2,489,269 16.2

負債・資本合計   11,861,085 100.0  16,336,517 100.0 4,475,432  15,354,699 100.0
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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）

対前中間
期比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   13,806,313 100.0  13,938,799 100.0 132,486  28,229,821 100.0

Ⅱ　売上原価   12,257,456 88.8  12,286,256 88.1 28,800  24,931,898 88.3

売上総利益   1,548,857 11.2  1,652,542 11.9 103,685  3,297,923 11.7

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  1,086,341 7.9  1,162,734 8.4 76,392  2,226,400 7.9

営業利益   462,515 3.3  489,808 3.5 27,292  1,071,522 3.8

Ⅳ　営業外収益   17,021 0.1  11,465 0.1 △5,555  33,913 0.1

Ⅴ　営業外費用 ※２  243,594 1.7  248,397 1.8 4,803  494,720 1.7

経常利益   235,942 1.7  252,876 1.8 16,933  610,715 2.2

Ⅵ　特別利益   376 0.0  5,298 0.0 4,922  535 0.0

Ⅶ　特別損失   6,374 0.0  458 0.0 △5,916  6,430 0.1

税引前中間（当
期）純利益

  229,944 1.7  257,716 1.8 27,772  604,820 2.1

法人税、住民税
及び事業税

 97,838   103,587    315,780   

法人税等調整額  12,413 110,252 0.8 14,059 117,646 0.8 7,394 △16,930 298,850 1.0

中間（当期）純
利益

  119,692 0.9  140,070 1.0 20,377  305,969 1.1

前期繰越利益   1,003,175   1,286,705    1,003,175  

中間（当期）未
処分利益

  1,122,867   1,426,775    1,309,145  
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

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）子会社株式

　移動平均法による原価法

(1）子会社株式

同左

(1）子会社株式

同左

 (2）その他有価証券

時価のあるもの

　中間決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部資

本直入法により処理し、売却原

価は移動平均法による原価法に

より算定）を採用しております。

(2）その他有価証券

時価のあるもの

同左

(2）その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部資本直

入法により処理し、売却原価は

移動平均法による原価法により

算定）を採用しております。

 時価のないもの

　移動平均法による原価法を採

用しております。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

 (3）デリバティブ

　時価法

(3）デリバティブ

同左

(3）デリバティブ

同左

 (4）たな卸資産

１．販売用不動産

　個別法による原価法

(4）たな卸資産

１．販売用不動産

同左

(4）たな卸資産

１．販売用不動産

同左

 ２．仕掛販売用不動産

　個別法による原価法

２．仕掛販売用不動産

同左

２．仕掛販売用不動産

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。た

だし、平成10年４月１日以降に取

得した建物（建物附属設備を除

く）については、定額法を採用し

ております。

　なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

建物　　　　　　３年～60年

車両運搬具　　　２年～６年

工具器具備品　　３年～20年

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

 (2）無形固定資産

　自社利用のソフトウェアについ

ては社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法を採用し

ております。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

 (3）長期前払費用

　均等償却によっております。

(3）長期前払費用

同左

(3）長期前払費用

同左
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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

　債権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。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

 (2）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備え

るため、内規に基づく中間会計期

間末要支給額を計上しております。

(2）役員退職慰労引当金

同左

(2）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備え

るため、内規に基づく期末要支給

額を計上しております。

４．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

５．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いる場合は、

特例処理を採用しております。

①　ヘッジ会計の方法

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：金利スワップ取引

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 ヘッジ対象：借入金

 ③　ヘッジ方針

　当社の社内規定に基づき、個別

案件ごとにヘッジ対象を明確にし、

当該ヘッジ対象の金利変動リスク

をヘッジすることを目的として実

施することとしております。

③　ヘッジ方針

同左

③　ヘッジ方針

同左

 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

処理の要件を満たしているため、

ヘッジ有効性の判定を省略してお

ります。

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左
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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．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

　消費税及び地方消費税の会計処理

は税抜方式によっております。

　ただし、控除対象外消費税等のう

ち固定資産に係る部分は、投資その

他の資産の「その他」に計上し(５

年償却)、それ以外は全額発生事業

年度の期間費用として処理しており

ます。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

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）

－  (固定資産の減損に係る会計基準)

　当中間会計期間より、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。これによる損益への影

響はありません。

－

追加情報

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）

　「地方税法等の一部を改正する法

律」（平成15年法律第９号）が平成15

年３月31日に公布され、平成16年４月

１日以後に開始する事業年度より外形

標準課税が導入されたことに伴い、当

中間会計期間から「法人事業税におけ

る外形標準課税部分の損益計算書上の

表示についての実務上の取扱い」（平

成16年２月13日企業会計基準委員会　

実務対応報告第12号）に従い、法人事

業税の付加価値割及び資本割について

は、販売費及び一般管理費に計上して

おります。

　この結果、販売費及び一般管理費

が4,357千円増加し、営業利益、経常

利益及び税引前中間純利益がそれぞ

れ4,357千円減少しております。

　　　　　　　　－ 　「地方税法等の一部を改正する法

律」（平成15年法律第９号）が平成15

年３月31日に公布され、平成16年４月

１日以後に開始する事業年度より外形

標準課税が導入されたことに伴い、当

期から「法人事業税における外形標準

課税部分の損益計算書上の表示につい

ての実務上の取扱い」（平成16年２

月13日企業会計基準委員会　実務対応

報告第12号）に従い、法人事業税の付

加価値割及び資本割については、販売

費及び一般管理費に計上しております。

　この結果、販売費及び一般管理費

が10,691千円増加し、営業利益、経常

利益及び税引前当期純利益がそれぞ

れ10,691千円減少しております。
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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）

前事業年度末
（平成17年５月31日）

※１．担保資産及び担保付債務 ※１．担保資産及び担保付債務 ※１．担保資産及び担保付債務

(1）担保に提供している資産は次のとおり

であります。

(1）担保に提供している資産は次のとおり

であります。

(1）担保に提供している資産は次のとおり

であります。

販売用不動産 4,205,683千円

仕掛販売用不動産 2,380,754千円

建物 285,720千円

土地 456,507千円

計 7,328,665千円

販売用不動産 3,496,882千円

仕掛販売用不動産 43,283千円

建物 249,717千円

土地 366,036千円

計 4,155,919千円

販売用不動産 7,464,474千円

仕掛販売用不動産 2,015,782千円

建物 283,983千円

土地 456,507千円

計 10,220,747千円

(2）担保付債務は次のとおりであります。 (2）担保付債務は次のとおりであります。 (2）担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 5,168,500千円

１年内返済予定長期

借入金
508,409千円

長期借入金 894,753千円

計 6,571,662千円

短期借入金 1,558,600千円

１年内返済予定長期

借入金
576,634千円

長期借入金 1,187,327千円

計 3,322,561千円

短期借入金 6,362,050千円

１年内返済予定長期

借入金
867,434千円

長期借入金 1,740,153千円

計 8,970,153千円

　上記担保資産のうち土地90,471千円及

び建物33,882千円は関係会社の長期借入

金（101,440千円）及び１年内返済予定長

期借入金（7,680千円）の担保に提供して

いる資産であります。

　 　上記担保資産のうち土地90,471千円及

び建物33,118千円は関係会社の長期借入

金（97,600千円）及び１年内返済予定長

期借入金（7,680千円）の担保に提供して

いる資産であります。

　２．偶発債務

　偶発債務として、次の関係会社の金融

機関からの借入に対し債務保証を行って

おります。

　２．偶発債務

　偶発債務として、次の関係会社の金融

機関からの借入に対し債務保証を行って

おります。

　２．偶発債務

　偶発債務として、次の関係会社の金融

機関からの借入に対し債務保証を行って

おります。

㈱インテリックス空間

設計
503,860千円

㈱インテリックス空間

設計
640,900千円

㈱インテリックス空間

設計
584,240千円

　また、リース会社からのリースに対し

債務保証を行っております。

　また、リース会社からのリースに対し

債務保証を行っております。

　また、リース会社からのリースに対し

債務保証を行っております。

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

㈱インテリックス空間

設計
2,197千円

㈱インテリックス住宅

販売
2,993千円

㈱インテリックス空間

設計
992千円

㈱インテリックス住宅

販売
1,733千円

㈱インテリックス空間

設計
1,822千円

㈱インテリックス住宅

販売
2,371千円

※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、控除対象外消費税相当額を当

中間会計期間の費用として処理し、残額

は金額的重要性が乏しいため、流動負債

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．減価償却実施額 　１．減価償却実施額 　１．減価償却実施額

有形固定資産 11,004千円

無形固定資産 852千円

有形固定資産 11,679千円

無形固定資産 927千円

有形固定資産 24,569千円

無形固定資産 1,766千円

※２．営業外費用のうち主要なものは次のと

おりであります。

※２．営業外費用のうち主要なものは次のと

おりであります。

※２．営業外費用のうち主要なものは次のと

おりであります。

支払利息 159,771千円

支払手数料 75,744千円

支払利息 184,531千円

支払手数料 63,520千円

支払利息 356,669千円

支払手数料 105,767千円
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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）

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

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

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

 

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

中間期
末残高
相当額
（千円）

その他（工具
器具備品）

105,610 43,375 62,235

合計 105,610 43,375 62,235

 

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

中間期
末残高
相当額
（千円）

その他（工具
器具備品）

159,300 74,332 84,967

合計 159,300 74,332 84,967

 

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

期末残
高相当
額
（千円）

その他（工具
器具備品）

120,280 57,491 62,789

合計 120,280 57,491 62,789

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 27,134千円

１年超 36,817千円

合計 63,952千円

１年内 33,213千円

１年超 53,514千円

合計 86,727千円

１年内 30,527千円

１年超 34,083千円

合計 64,610千円

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 13,274千円

減価償却費相当額 12,062千円

支払利息相当額 1,391千円

支払リース料 19,061千円

減価償却費相当額 17,371千円

支払利息相当額 1,632千円

支払リース料 28,802千円

減価償却費相当額 26,177千円

支払利息相当額 2,903千円

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、残存価額を

ゼロとする定額法によっております。

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

４．減価償却費相当額の算定方法

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の総額とし、各

期への配分方法については、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

（有価証券関係）

前中間会計期間末（平成16年11月30日）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

当中間会計期間末（平成17年11月30日）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

前事業年度末（平成17年５月31日）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
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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 157,339.35円

１株当たり中間純利

益金額
12,314.01円

１株当たり純資産額 46,469.23円

１株当たり中間純利

益金額
2,496.79円

１株当たり純資産額 221,860.03円

１株当たり当期純利

益金額
30,839.47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、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

同左 　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、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

 　当社は、平成17年９月15日付で株式

１株につき５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

及び前事業年度における１株当たり情

報については、以下のとおりとなりま

す。

 

 前中間会計期間 前事業年度

１株当たり純資産
額

１株当たり純資産
額

31,467.86円 44,372.00円

１株当たり中間純
利益金額

１株当たり当期純
利益金額

2,462.80円 6,167.89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
式が存在しないた
め、記載しており
ません。

　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、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（当期）純利益金額の算定上の基礎は、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)

中間（当期）純利益（千円） 119,692 140,070 305,969

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (－)

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
119,692 140,070 305,969

期中平均株式数（株） 9,720 56,100 9,921
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（重要な後発事象）

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）

　該当事項はありません。 　該当事項はありません。 （新株予約権方式によるストック・オプション制

度の採用）

　平成17年８月25日開催の当社第10回定時株主総

会において、当社並びに当社子会社の役員（顧問

を含む）及び従業員の業務向上に対する意欲や士

気を一層高め、業容拡大に資することを目的とし

て、商法第280条ノ20及び商法第280条ノ21の規定

に基づくストック・オプション制度（新株予約権

方式）を採用することを決議しております。制度

に基づく新株予約権の概要は以下のとおりであり

ます。

新株予約権発行の要領

(1）新株予約権の割当を受ける者

　当社並びに当社子会社の取締役、監査役、顧

問及び従業員とする。

(2）新株予約権の目的たる株式の種類及び数

　当社普通株式250株（平成17年７月31日を割

当基準日とする株式分割実施による調整後は、

1,250株とする。）を上限とする。

　なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場

合、次の算式により新株予約権の目的たる株式

の数を調整するものとする。ただし、かかる調

整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使さ

れていない新株予約権の目的たる株式の数につ

いてのみ行われ、調整の結果により生じた１株

未満の端数については、これを切り捨てるもの

とする。

調整後株式数＝調整前株式数×株式分割・株式

併合の比率

(3）発行する新株予約権の総数

　250個（平成17年７月31日を割当基準日とす

る株式分割実施による調整後は、1,250個とす

る。）を上限とする。（新株予約権１個当たり

の目的となる株式数１株。ただし、上記(2）に

定める株式の数の調整を行った場合は、その調

整に従う。）

(4）新株予約権の発行価額

　無償とする。
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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）

  (5）新株予約権の行使に際して払込みをなすべき

額

　新株予約権発行の日の属する月の前月各日

（取引が成立しない日を除く。）における株式

会社ジャスダック証券取引所が公表する当社普

通株式の最終価格（以下、「最終価格」とい

う。）の平均値に1.05を乗じた金額（１円未満

の端数は切り上げる。）とする。

　ただし、その金額が新株予約権発行の日の最

終価格（取引が成立しない場合はそれに先立つ

直近日の最終価格）を下回る場合は、新株予約

権発行の日の最終価格とする。

　なお、新株予約権発行後、当社が株式分割又

は株式併合を行う場合は、次の算式により１株

当たりの払込金額（以下「払込価額」とい

う。）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。

調整後払込価額＝調整前払込価額×（１／株式

分割・株式併合の比率）

　また、新株予約権発行後、当社が時価を下回

る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う

場合（新株予約権の権利行使の場合を除く。）

は、次の算式により払込価額を調整し、調整に

より生ずる１円未満の端数は切り上げる。

  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×１株当たり払込金額

新規発行前の１株当たりの時価

  既発行株式数＋新規発行株式数

  　なお、上記株式数において「既発行株式数」

とは、発行済株式数から保有する自己株式の数

を控除した数とし、また、自己株式を処分する

場合には「新規発行株式数」を「処分する自己

株式数」に読み替えるものとする。

　また、新株予約権発行後に他社と合併する場

合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、

その他これらの場合に準じ、払込価額の調整を

必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、

払込価額を適切に調整することができるものと

する。
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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）新株予約権の権利行使期間

　平成19年９月１日から平成22年８月31日まで

とする。

(7）新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、権利行使時においても、当

社並びに当社子会社の取締役、監査役、顧問

及び従業員の地位にあることを要する。ただ

し取締役の再任や従業員の取締役への昇任、

当社並びに当社子会社間の転籍、その他取締

役会が正当な理由があると認めた場合はこの

限りではない。

②新株予約権の相続は認めない。ただし、取締

役会が正当な理由があると認めた場合はこの

限りではない。

③新株予約権者は保有する新株予約権のうち、

その一部につき権利を行使することができる。

ただし、権利の行使は付与された新株予約権

の整数倍の単位で行使するものとする。

④新株予約権者は、下記の各期間中において、

既に行使した新株予約権の個数の累計が、下

記のそれぞれの期間について規定された新株

予約権の個数を超えないように権利を行使す

るものとする。

(イ）平成19年９月１日から平成20年８月31日ま

で

　割当を受けた新株予約権の３分の１まで。

ただし、１個の新株予約権に満たない端数に

ついては、これを切り上げる。

(ロ）平成20年９月１日から平成21年８月31日ま

で

　割当を受けた新株予約権の３分の２まで。

ただし、１個の新株予約権に満たない端数に

ついては、これを切り上げる。

(ハ）平成21年９月１日から平成22年８月31日ま

で

　割当を受けた新株予約権の３分の３。

⑤その他の行使条件については、株主総会決議

及び新株予約権発行の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

約権申込証兼割当契約書に定めるところによ

る。
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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）

  (8）新株予約権の消却の事由及び消却条件

①当社が消滅会社となる合併契約書が当社株主

総会で承認された場合、又は当社が完全子会

社となる株式交換契約書承認の議案並びに株

式移転の議案につき当社株主総会で承認され

た場合には、当社は新株予約権を無償で消却

することができる。

②新株予約権者が権利行使をする前に、新株予

約権の行使の条件に該当しなくなったときは、

当社は当該新株予約権を無償で消却すること

ができる。

③新株予約権者が新株予約権の全部又は一部を

放棄した場合は、当社は当該新株予約権を無

償で消却することができる。

(9）新株予約権の譲渡制限

　新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を

要する。

（株式の分割に関する取締役会決議）

　平成17年７月15日開催の当社取締役会において、

次のとおり株式分割を行うことを決議いたしまし

た。

　平成17年９月15日付をもって普通株式１株を５

株に分割する。

(1）分割により増加する株式数

　普通株式44,880株

(2）分割方法

　平成17年７月31日（日曜日）〔ただし、当日

及び前日は名義書換代理人の休業日につき、実

質上は平成17年７月29日（金曜日）〕最終の株

主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された

株主の所有株式数並びに端株原簿に記載又は記

録された端株主の所有端株数を１株につき５株

の割合をもって分割する。
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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）配当起算日

　平成17年６月１日

　当該株式分割が前期首に行われたと仮定した

場合の前事業年度における１株当たりの情報及

び当期首に行われたと仮定した場合の当事業年

度における１株当たりの情報は、それぞれ以下

のとおりとなります。

  前事業年度 当事業年度

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額

29,052.45円 44,372.00円

１株当たり当期純利益 １株当たり当期純利益

6,888.55円 6,167.89円

潜在株式調整後１株当た
り当期純利益

潜在株式調整後１株当た
り当期純利益

－円 －円
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