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１．17年12月中間期の業績（平成17年７月１日～平成17年12月31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 ％

17年12月中間期 8,862 △12.0 △419 － △675 －

16年12月中間期 10,073 29.8 79 － △132 －

17年６月期 29,261  1,931  1,466  

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12月中間期 △409 － △14 97

16年12月中間期 △95 － △23 01

17年６月期 644  77 52

（注）①期中平均株式数 17年12月中間期 27,350,664株 16年12月中間期 4,157,225株 17年６月期 8,313,805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

17年12月中間期 0 00 　　　　――――――

16年12月中間期 0 00 　　　　――――――

17年６月期 　　　　―――――― 10 00

（注）17年６月期期末配当金の内訳　　普通配当　10円00銭

(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

17年12月中間期 31,216 3,146 10.1 109 11

16年12月中間期 24,433 1,818 7.4 437 47

17年６月期 22,872 2,561 11.2 308 19

（注）①期末発行済株式数 17年12月中間期 28,838,436株 16年12月中間期 4,157,225株 17年６月期 8,312,812株

②期末自己株式数 17年12月中間期 564株 16年12月中間期 47,775株 17年６月期 97,188株

２．18年６月期の業績予想（平成17年７月１日～平成18年６月30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 34,068 1,500 740 5 00 5 00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　26円35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12月31日）
当中間会計期間末

（平成17年12月31日）
対前中間期
比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17年６月30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 ※２ 4,231,259   3,842,883    2,142,682   

２．売掛金  195,040   87,609    199,479   

３．たな卸資産 ※２ 15,396,910   19,912,265    14,221,955   

４．その他 ※５ 652,919   1,577,082    1,112,957   

貸倒引当金  △2,495   △8,920    △6,835   

流動資産合計   20,473,633 83.8  25,410,920 81.4 4,937,286  17,670,239 77.3

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産            

（1）建物
※１
,２

853,852   1,494,958    1,352,331   

（2）土地 ※２ 1,706,015   2,842,603    2,242,541   

（3）その他 ※１ 211,740   330,830    260,049   

　　　　計  2,771,607   4,668,393    3,854,921   

２．無形固定資産  48,312   31,211    41,318   

３．投資その他の資
産

           

（1）その他 ※２ 1,165,820   1,124,846    1,329,255   

貸倒引当金  △25,923   △19,341    △23,060   

　　　　計  1,139,896   1,105,504    1,306,194   

固定資産合計   3,959,816 16.2  5,805,109 18.6 1,845,292  5,202,434 22.7

資産合計   24,433,450 100.0  31,216,029 100.0 6,782,579  22,872,673 100.0
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前中間会計期間末

（平成16年12月31日）
当中間会計期間末

（平成17年12月31日）
対前中間期
比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17年６月30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  2,505,088   3,076,885    1,845,103   

２．短期借入金 ※２ 9,721,500   10,333,000    6,195,000   

３．１年以内返済予
定長期借入金

※２ 2,975,257   5,713,465    3,293,378   

４．１年以内償還予
定社債

 －   200,000    200,000   

５．前受金  1,434,827   2,167,996    1,826,876   

６．賞与引当金  148,441   153,793    153,370   

７．その他  434,826   483,241    1,045,068   

流動負債合計   17,219,940 70.5  22,128,381 70.9 4,908,440  14,558,795 63.7

Ⅱ　固定負債            

１．社債  200,000   －    －   

２．長期借入金 ※２ 4,868,145   5,641,079    5,441,882   

３．退職給付引当金  137,491   142,431    154,423   

４．役員退職慰労引
当金

 63,286   63,286    63,286   

５．その他  125,947   94,391    92,360   

固定負債合計   5,394,869 22.1  5,941,188 19.0 546,318  5,751,952 25.1

負債合計   22,614,810 92.6  28,069,569 89.9 5,454,759  20,310,748 88.8

            

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   257,752 1.0  755,794 2.4 498,042  257,752 1.1

Ⅱ　資本剰余金            

１．資本準備金  251,377   821,283    251,377   

資本剰余金合計   251,377 1.0  821,283 2.7 569,906  251,377 1.1

Ⅲ　利益剰余金            

１．利益準備金  7,000   7,000    7,000   

２．任意積立金  1,071,427   1,577,778    1,071,427   

３．中間(当期)未
処分利益又は
中間(当期)未
処理損失(△)

 235,524   △23,185    975,669   

利益剰余金合計   1,313,952 5.4  1,561,592 5.0 247,639  2,054,096 9.0

Ⅳ　その他有価証券評
価差額金

  1,057 0.0  7,802 0.0 6,744  5,187 0.0

Ⅴ　自己株式   △5,500 △0.0  △12 △0.0 5,487  △6,488 △0.0

資本合計   1,818,640 7.4  3,146,459 10.1 1,327,819  2,561,925 11.2

負債・資本合計   24,433,450 100.0  31,216,029 100.0 6,782,579  22,872,673 100.0
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31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７月１日
至　平成17年６月30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   10,073,906 100.0  8,862,258 100.0 △1,211,647  29,261,742 100.0

Ⅱ　売上原価   7,693,912 76.4  6,763,784 76.3 △930,127  22,396,958 76.5

売上総利益   2,379,994 23.6  2,098,474 23.7 △281,520  6,864,784 23.5

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  2,299,997 22.8  2,518,462 28.4 218,465  4,932,794 16.9

営業利益又は
営業損失
（△）

  79,996 0.8  △419,988 △4.7 △499,985  1,931,990 6.6

Ⅳ　営業外収益 ※１  19,805 0.2  59,521 0.7 39,716  55,751 0.2

Ⅴ　営業外費用 ※２  232,345 2.3  314,749 3.6 82,403  521,392 1.8

経常利益又は経
常損失（△）

  △132,543 △1.3  △675,216 △7.6 △542,672  1,466,349 5.0

Ⅵ　特別利益 ※３  879 0.0  1,633 0.0 754  － －

Ⅶ　特別損失 ※４  10,434 0.1  1,973 0.0 △8,461  264,327 0.9

税引前中間
（当期）純利
益又は税引前
中間（当期）
純損失（△）

  △142,099 △1.4  △675,555 △7.6 △533,456  1,202,021 4.1

法人税、住民
税及び事業税

※６ 2,304   4,119    629,948   

法人税等調整
額

※６ △48,749 △46,444 △0.5 △270,299 △266,179 △3.0 △219,734 △72,416 557,532 1.9

中間(当期)純
利益又は中間
（当期）純損
失（△）

  △95,654 △0.9  △409,376 △4.6 △313,721  644,489 2.2

前期繰越利益   331,179   386,190  55,010  331,179  

中間（当期）
未処分利益又
は中間（当
期）未処理損
失（△）

  235,524   △23,185  △258,710  975,669  
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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７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

満期保有目的の債券

─────

(1）有価証券

満期保有目的の債券

─────

(1）有価証券

満期保有目的の債券

　償却原価法（定額法）を採用

しております。

 子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法に基づく原価法を

採用しております。

子会社株式及び関連会社株式

同左

子会社株式及び関連会社株式

同左

 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り算定)を

採用しております。

その他有価証券

時価のあるもの

同左

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

 (2）たな卸資産

販売用不動産及び仕掛不動産

　個別法による原価法を採用し

ております。

(2）たな卸資産

販売用不動産及び仕掛不動産

同左

(2）たな卸資産

販売用不動産及び仕掛不動産

同左

 原材料

　先入先出法による原価法を採

用しております。

原材料

同左

原材料

同左

 貯蔵品

　最終仕入原価法を採用してお

ります。

貯蔵品

同左

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（ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物（附属設

備は除く）は定額法）を採用して

おります。

　なお、主な耐用年数表は以下の

とおりであります。

建物　　　　　　　３～50年

構築物　　　　　　７～50年

機械及び装置　　　８～15年

車両運搬具　　　　４～６年

工具、器具及び備品

　　　　　　　　　２～20年

(1）有形固定資産

　定率法（ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物（附属設

備は除く）は定額法）を採用して

おります。

　なお、主な耐用年数表は以下の

とおりであります。

建物　　　　　　　３～50年

構築物　　　　　　10～50年

機械及び装置　　　３～15年

車両運搬具　　　　　　４年

工具、器具及び備品

　　　　　　　　　２～20年

(1）有形固定資産

　定率法（ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物（附属設

備は除く）は定額法）を採用して

おります。

　なお、主な耐用年数表は以下の

とおりであります。

建物　　　　　　　３～50年

構築物　　　　　　７～40年

機械及び装置　　　３～15年

車両運搬具　　　　４～６年

工具、器具及び備品

　　　　　　　　　２～20年

 (2）無形固定資産

　定額法を採用しております。な

お、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)に基づいております。

(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

　定額法を採用しております。

(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７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30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

実績率に基づき、貸倒懸念債権及

び破産更生債権については個別に

回収可能性を勘案し、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）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、当中間会計期間に負担すべき

支給見込額を計上しております。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、当事業年度に負担すべき支給

見込額を計上しております。

 (3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当中間会計期間末における退職給

付債務に基づき計上しております。

(3）退職給付引当金

同左

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債

務に基づき計上しております。

 (4）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、役員退職慰労金規程に基

づく当中間会計期間末要支給額を

計上しております。

　なお、当規程は平成15年９月末

をもって廃止となり、役員退職慰

労引当金は規程適用期間中から在

任している役員に対する支給予定

額であります。

(4）役員退職慰労引当金

同左

(4）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、役員退職慰労金規程に基

づく当事業年度末要支給額を計上

しております。

　なお、当規程は平成15年９月末

をもって廃止となり、役員退職慰

労引当金は規程適用期間中から在

任している役員に対する支給予定

額であります。

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．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は固

定資産に係る部分を除いて、全額発

生会計期間の期間費用として処理し

ております。なお、固定資産に係る

消費税等は長期前払費用に計上し、

５年間で均等償却を行っております。

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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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７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30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。これによる損益に

与える影響はありません。 

──────
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追加情報

前中間会計期間

（自　平成16年７月１日

至　平成16年12月31日） 

当中間会計期間

（自　平成17年７月１日

至　平成17年12月31日） 

　「地方税法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

日以降に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入

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4,731千円を、「販売費及び一般管理費」

に計上しております。

────── 
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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12月31日）

当中間会計期間末
（平成17年12月31日）

前事業年度末
（平成17年６月30日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

1,721,708千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

1,436,207千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

1,395,540千円

※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。

※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。

※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。

現金及び預金 80,000千円

たな卸資産 14,319,708

建物 754,083

土地 1,365,736

関係会社株式 125,350

計 16,644,878千円

現金及び預金 50,000千円

たな卸資産 18,361,529

建物 827,464

土地 2,042,416

関係会社株式 20,000

計 21,301,410千円

現金及び預金 50,000千円

たな卸資産 12,687,976

建物 706,545

土地 1,573,395

関係会社株式 100,000

計  15,117,917千円

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

短期借入金 9,471,500千円

１年以内返済予定長

期借入金
2,975,257

長期借入金 4,868,145

計 17,314,902千円

短期借入金 9,383,000千円

１年以内返済予定長

期借入金
5,713,465

長期借入金 5,491,079

計 20,587,545千円

短期借入金 5,395,000千円

１年以内返済予定長

期借入金
3,293,378

長期借入金 5,441,882

計   14,130,260千円

　３　偶発債務

保証債務

　次の関係会社について、金融機関か

らの借入に対し債務保証を行っており

ます。

　３　偶発債務

保証債務

　次の関係会社について、金融機関か

らの借入に対し債務保証を行っており

ます。

　３　偶発債務

保証債務

　次の関係会社について、金融機関か

らの借入に対し債務保証を行っており

ます。

保証先
金額

（千円）
内容

穴吹エンター
プライズ㈱

265,100 借入債務

㈱プランドゥ
穴吹

136,400 借入債務

あなぶき
アセット㈱

225,000 借入債務

計 626,500 －

保証先
金額

（千円）
内容

穴吹エンター
プライズ㈱

680,735 借入債務

㈱プランドゥ
穴吹

226,800 借入債務

アルファアナ
ブキ特定
目的会社

99,000
住宅資金
借入債務

計 1,006,535 －

保証先
金額

（千円）
内容

穴吹エンター
プライズ㈱

237,960 借入債務

㈱プランドゥ
穴吹

130,800 借入債務

あなぶき
アセット㈱

212,500 借入債務

マンション購
入者及び戸建
注文者

14,000
住宅資金
借入債務

計 595,260 －

　４　当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため、取引銀行10行と当座貸越契約及

び貸出コミットメント契約を締結してお

ります。これらの契約に基づく当中間会

計期間末の借入未実行残高は次のとおり

であります。

　４　当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため、取引銀行10行と当座貸越契約及

び貸出コミットメント契約を締結してお

ります。これらの契約に基づく当中間会

計期間末の借入未実行残高は次のとおり

であります。

　４　当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため、取引銀行10行と当座貸越契約及

び貸出コミットメント契約を締結してお

ります。これらの契約に基づく当事業年

度末の借入未実行残高は次のとおりであ

ります。

当座貸越極度額及び

貸出コミットメント

の総額

4,500,000千円

借入実行残高 90,000

差引額 4,410,000千円

当座貸越極度額及び

貸出コミットメント

の総額

6,300,000千円

借入実行残高 700,000

差引額 5,600,000千円

当座貸越極度額及び

貸出コミットメント

の総額

5,600,000千円

借入実行残高 1,000,000

差引額 4,600,000千円

※５　消費税等の取り扱い

　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。

※５　消費税等の取り扱い

同左

※５　　　　　──────　　　　　　　
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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７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの

受取利息 6,786千円

受取配当金 398

受取利息 16,597千円

受取配当金 30,431

受取利息 13,741千円

受取配当金 16,595

※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの

支払利息 214,694千円

  

支払利息 230,080千円

関係会社投資損失 45,013

支払利息 438,047千円

関係会社投資損失

 

34,986

 

※３　特別利益のうち主要なもの ※３　特別利益のうち主要なもの ※３　　　　　──────　　　　　　　

貸倒引当金戻入益 879千円 貸倒引当金戻入益 1,633千円

※４　特別損失のうち主要なもの ※４　特別損失のうち主要なもの ※４　特別損失のうち主要なもの

役員退職慰労金 6,000千円

固定資産売却損 2,078

固定資産除却損 2,356

固定資産除却損 1,973千円

  

  

役員退職慰労金 6,000千円

固定資産売却損 247,538

固定資産除却損 10,789

　５　減価償却実施額 　５　減価償却実施額 　５　減価償却実施額

有形固定資産 53,728千円

無形固定資産 6,330

有形固定資産 75,775千円

無形固定資産 3,465

有形固定資産 126,948千円

無形固定資産 10,631

※６　当中間会計期間に係る「法人税、住民

税及び事業税」と「法人税等調整額」は、

当事業年度において予定している利益処

分による圧縮記帳積立金及び特別償却準

備金の取崩しを前提として、その金額を

計算しております。

※６　　　　　　　同左 ※６　　　　　──────　　　
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①　リース取引

前中間会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30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)

機械及び装置 17,038 11,389 5,648

車両運搬具 11,556 3,833 6,622

工具、器具及び

備品
7,942 3,144 4,798

合計 36,536 18,367 17,069

 

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)

機械及び装置 17,038 14,689 2,348

車両運搬具 11,556 5,925 5,630

工具、器具及び

備品
7,942 4,136 3,805

 その他 4,800 800 4,000

合計 41,336 25,551 15,785

 

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)

機械及び装置 3,238 1,079 2,158

車両運搬具 11,556 4,879 6,676

工具、器具及び

備品
7,942 3,640 4,302

 その他 4,800 320 4,480

合計 27,536 9,919 17,617

(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 6,911千円

１年超 13,051

合計 19,963千円

１年内 5,497千円

１年超 11,713

合計 17,211千円

１年内 4,577千円

１年超 13,841

合計 18,419千円

(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 3,453千円

減価償却費相当額 3,041

支払利息相当額 434

支払リース料 4,168千円

減価償却費相当額 3,671

支払利息相当額 387

支払リース料 4,574千円

減価償却費相当額 3,943

支払利息相当額 798

(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、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 (5）利息相当額の算定方法 (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

への配分方法については、利息法によっ

ております。

同左 同左
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②　有価証券

前中間会計期間末（平成16年12月31日現在）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

 
中間貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

子会社株式 132,350 1,940,251 1,807,901

当中間会計期間末（平成17年12月31日現在）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

 
中間貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

子会社株式 132,350 3,480,805 3,348,455

前事業年度末（平成17年６月30日現在）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

 
貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

子会社株式 132,350 1,998,485 1,866,135
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

１株当たり純資産額 437円47銭

１株当たり中間純利益

金額
△23円01銭

１株当たり純資産額 109円11銭

１株当たり中間純利益

金額
△14円97銭

１株当たり純資産額 308円19銭

１株当たり当期純利益

金額
77円52銭

　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。

　当社は、平成17年11月18日付で株式

１株につき３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、次のとおりとなります。

　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２月18日付で株式

１株につき２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 145円82銭 

１株当たり中間純利益

金額
△7円67銭 

１株当たり純資産額  238円04銭

１株当たり当期純利益

金額
52円73銭

　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７月１日
至　平成16年12月31日)

当中間会計期間
(自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日)

前事業年度
(自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日)

中間（当期）純利益又は中間（当期）純

損失（△）（千円）
△95,654 △409,376 644,489

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益又は

中間（当期）純損失（△）（千円）
△95,654 △409,376 644,489

期中平均株式数（株） 4,157,225 27,350,664 8,313,805
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

　平成16年11月29日開催の当社取締役

会の決議に基づき、次のように株式分

割による新株式を発行しております。

１．平成17年２月18日をもって普通株

式１株につき２株に分割します。

(１)分割により増加する株式数 

　　普通株式　　4,205,000株

(２)分割方法  

　平成16年12月31日最終の株主名簿及

び実質株主名簿に記載された株主の所

有株式数を、１株につき２株の割合を

もって分割します。 

２．配当起算日 

　平成17年１月１日

　当該株式分割が前期首に行われたと

仮定した場合の前中間会計期間及び前

事業年度における１株当たり情報なら

びに当期首に行われたと仮定した場合

の当中間会計期間における１株当たり

情報は、それぞれ以下のとおりとなり

ます。 

前中間会計期

間

当中間会計期

間

前事業年度

１株当たり純

資産額 

１株当たり純

資産額 

１株当たり純

資産額 

122.57円 218.73円 238.04円 

１株当たり中

間純利益金額 

１株当たり中

間純利益金額 

１株当たり当

期純利益金額

△46.76円 △11.50円 52.73円 

──────

 

 

　　

 

　

 

 

１．公募及び第三者割当による新株発

行及び自己株式の処分

(1)　公募による新株発行

　平成17年８月22日開催の取締役会決

議に基づき、以下のとおり新株式を発

行いたしました。

　①募集等の方法

　一般募集

　②発行する株式の種類及び数、発行

価格、発行価額、発行価格総額、発行

価額総額、発行価額のうち資本へ組入

れる額

　種類及び数

　　　　　‥‥普通株式1,150,000株

　発行価格‥‥１株につき883円

　発行価額‥‥１株につき826.48円

　この価額は、当社が引受人より１株

当たりの新株払込価格として受取った

金額であります。なお、発行価格と発

行価額との差額は引受人の手取金とな

ります。

　発行価格総額‥‥1,015百万円

　発行価額総額‥‥　950百万円

　発行価額のうち資本へ

　組入れる額‥‥‥１株につき414円

　③払込期日

　平成17年９月７日

　④新株の配当起算日

　平成17年７月１日

　⑤資金の使途

　全て運転資金に充当する予定であり

ます。

(2)オーバーアロットメントによる売

出しの件

　平成17年８月22日開催の取締役会の

決議に基づき、オーバーアロットメン

トによる当社株式の売出し(三菱証券

株式会社が当社株主から借受ける当社

普通株式150,000株(上限)の売出し)に

関連する第三者割当増資及び自己株式

処分を行いました。

　なお、本件第三者割当増資の新株発

行条件は以下のとおりです。

　①発行新株式数

　普通株式53,000株

　②払込期日

　平成17年９月26日
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前中間会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

　また、本件自己株式処分の条件は以

下のとおりです。

　①処分株式数

　普通株式97,000株

　②払込期日

　平成17年９月26日

２．株式の分割

　当社は平成17年８月22日開催の取締

役会において、株式分割による新株式

の発行を行う旨の決議をしております。

　当該株式分割の内容は、下記のとお

りであります。

(1)平成17年11月18日付をもって、平

成17年９月30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

の所有株式数を、普通株式１株につき

３株の割合をもって分割する。

(2)分割により増加する株式数

　　普通株式19,226,000株

(3)配当起算日

　　平成17年７月１日

　

　前期首に当該株式分割が行われたと

仮定した場合の当期及び前期における

（１株当たり情報の）各数値はそれぞ

れ以下のとおりであります。 

前事業年度

（自　平成15年７月１日

　至　平成16年６月30日）

当事業年度

（自　平成16年７月１日

　至　平成17年６月30日）

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

79円35銭 102円73銭 

１株当たり当期純利益

金額 

１株当たり当期純利益

金額

17円58銭 25円84銭 

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。 

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株当たり情報の各数値は、平

成15年12月22日、平成17年２月18日付の

株式分割を考慮しております。
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