
平成 18 年３月期    第３四半期業績の概況（連結） 

平成 18 年１月 27 日 

上 場 会 社 名 株式会社 バナーズ  （コード番号：3011 東証第二部）

（ＵＲＬ http://www.banners.jp/）    

 代表者役職・氏名 代表取締役社長 長澤  均 TEL(048)523-2018  

問合せ先 責任者役職・氏名 取締役経営管理部長 田嶋 幹也   

  

１．四半期業績の概況の作成等に係る事項  

① 売上高の会計処理の方法の最近連結会計年度における認識の方法との相違の有無 ： 無 

 ② 公認会計士又は監査法人による関与の有無 ： 無 

 
２．平成 18 年３月期 第３四半期業績の概況（平成 17 年４月１日～平成 17 年 12 月 31 日） 

売上高                        （百万円未満切捨表示） 

売 上 高 前年同期比 

平成 18 年３月期 第３四半期 

平成 17 年３月期 第３四半期 

             百万円 

5,569      

2,206      

％ 

152.4  

  7.0  

（参考）平成 17 年３月期 5,586      90.0  

（注）①売上高は、当該四半期までの累計値であります。 

②パーセント表示は、前年同四半期比増減率を示しています。 

 

［事業の種類別売上高］                       （百万円未満切捨表示） 

平成 18 年３月期 
第３四半期 

平成 17 年３月期 
第３四半期 

増  減 

金額 
（百万円） 

構成比 
（％） 

金額 
（百万円） 

構成比 
（％） 

金額 
（百万円） 

増減率 
（％） 

営業関連事業 

不動産利用事業 

自動車販売事業 

バルブ販売事業 

531 

 239 

1,198 

3,599 

9.5 

4.3 

21.5 

64.7 

870 

255 

1,080 

－ 

39.5 

11.6 

48.9 

－ 

△ 339 

  △  15 

117 

3,599 

△ 39.0 

△  6.2 

10.9 

－ 

合    計 5,569 100.0 2,206 100.0 3,362 152.4 

 

【売上高に関する補足説明】 

  営業関連事業  売上高は、前年同期比 339 百万円の減少となっておりますが、平成 18 年３

月期通期で前年同期比 370 百万円の減少を見込んでおりますので、ほぼ当初予

想通りの推移であります。 

  不動産利用事業  埼玉県本庄市児玉町にあります賃貸物件が平成 17 年５月に途中解約となり

ましたことから、売上高は 239 百万円、前年同期比 15 百万円の減少となりま

した。 

自動車販売事業  売上高は、新型車投入効果もあり 1,198 百万円、前年同期比 117 百万円の増

加となりました。 

バルブ製造事業  当社は平成17年５月18日に株式会社宮入バルブ製作所を連結子会社とする

ことを決議し、発表致しました。従いまして平成 17 年３月期の第３四半期に

おいては連結の範囲に含めておりませんでしたので、前年同期比では 3,599 百

万円の大幅な増加となっております。 

         なお、第３四半期までの売上高につきましては、計画比 10％弱の減少とい

う状況で推移致しましたが、例年、下期後半に需要が見込めること、さらには、

例年に比べて寒さが厳しいという気候的な要因等により需要の増加が見込ま

れるため、通期の売上高につきましては、当初の計画を達成出来るものと見込

んでおります。 

 



【財政状態（連結）の進捗状況に関する定性的情報等】 

    当社において平成 17 年６月 16 日に発行致しました第１回無担保転換社債型新株予約権付社債

（社債総額 10 億円）について、平成 17 年 12 月 19 日をもって株式への転換が全額完了した結果、

発行済株式総数：39,746,781 株、資本金：2,804,438,075 円、資本準備金：2,332,656,567 円とな

りました。（平成 17 年 12 月 20 日開示） 

また、当社において平成 17 年 12 月 19 日を払込期日とする第２回無担保転換社債型新株予約権

付社債 25 億円を発行致しました。（平成 17 年 12 月１日開示） 

    この社債発行による資金調達の目的は、ホールディングカンパニーとして今後積極的なＭ＆Ａ、

資本提携及び業務提携等により、更なる企業価値の拡大を図るために必要な投資資金に充当するも

のであります。尚、今後につきましては、株式に転換された時点で資本金及び資本準備金に振り替

える予定であります。 

 

３．平成 18 年３月期の連結業績予想(平成 17 年４月１日～平成 18 年３月 31 日） 

 予想売上高 予想経常利益 予想当期純利益 

 

通       期 

百万円 

8,300

百万円 

  800

百万円  

 350 

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期）   9 円 20 銭 

 

【業績予想に関する定性的情報等】 

業績予想につきましては、平成 17 年 11 月 25 日付「平成 18 年３月期 中間決算短信（連結）」

にて開示致しました予想と変更はありません。尚、１株当たり予想当期純利益（通期）につきまし

ては、第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の株式への転換が全額完了したことに伴い、期中

平均株式数の変更により修正を行っております。 

 

【業績予想に関する注意事項】 

  上記の予想は本資料発表日現在において入手可能な情報に基づいた見通しであり、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可能性があります。 



平成 18 年３月期    第３四半期業績の概況（個別） 

平成 18 年１月 27 日 

上 場 会 社 名 株式会社 バナーズ  （コード番号：3011 東証第二部）

（ＵＲＬ http://www.banners.jp/）    

 代表者役職・氏名 代表取締役社長 長澤  均 TEL(048)523-2018  

問合せ先 責任者役職・氏名 取締役経営管理部長 田嶋 幹也   

  

１．四半期業績の概況の作成等に係る事項  

① 売上高の会計処理の方法の最近会計年度における認識の方法との相違の有無 ： 無 

 ② 公認会計士又は監査法人による関与の有無 ： 無 

 
２．平成 18 年３月期 第３四半期業績の概況（平成 17 年４月１日～平成 17 年 12 月 31 日） 

売上高                        （百万円未満切捨表示） 

売 上 高 前年同期比 

平成 18 年３月期 第３四半期 
平成 17 年３月期 第３四半期 

             百万円 
786      
1,142      

％ 
△ 31.2 
 4.7 

（参考）平成 17 年３月期 1,470     △ 1.1  

（注）①売上高は、当該四半期までの累計値であります。 

②パーセント表示は、前年同四半期比増減率を示しています。 

 

【経営成績（個別）の進捗状況に関する定性的情報等】 

売上高につきましては、前年同期比 356 百万円の減少となっておりますが、平成 18 年３月期通

期で前年同期比 370 百万円の減少を見込んでおりますので、ほぼ当初予想通りの推移であります。 

 

【財政状態（個別）の進捗状況に関する定性的情報等】 

    当社において平成 17 年６月 16 日に発行致しました第１回無担保転換社債型新株予約権付社債

（社債総額 10 億円）について、平成 17 年 12 月 19 日をもって株式への転換が全額完了した結果、

発行済株式総数：39,746,781 株、資本金：2,804,438,075 円、資本準備金：2,332,656,567 円とな

りました。（平成 17 年 12 月 20 日開示） 

また、平成 17 年 12 月 19 日を払込期日とする第２回無担保転換社債型新株予約権付社債 25 億円

を発行致しました。（平成 17 年 12 月１日開示） 

    この社債発行による資金調達の目的は、ホールディングカンパニーとして今後積極的なＭ＆Ａ、

資本提携及び業務提携等により、更なる企業価値の拡大を図るために必要な投資資金に充当するも

のであります。尚、今後につきましては、株式に転換された時点で資本金及び資本準備金に振り替

える予定であります。 

 

３．平成 18 年３月期の個別業績予想（平成 17 年４月１日～平成 18 年３月 31 日） 

 予想売上高 予想経常利益 予想当期純利益 

 
通       期 

百万円 

1,100
百万円 

  330
百万円  

 330 

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期）   8 円 62 銭 

 

【業績予想に関する定性的情報等】 

業績予想につきましては、平成 17 年 11 月 25 日付「平成 18 年３月期 個別中間財務諸表の概要」

にて開示致しました予想と変更はありません。尚、１株当たり予想当期純利益（通期）につきまし

ては、第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の株式への転換が全額完了したことに伴い、期中

平均株式数の変更により修正を行っております。 

 

【業績予想に関する注意事項】 

  上記の予想は本資料発表日現在において入手可能な情報に基づいた見通しであり、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可能性があります。 


