
平成18年６月期 個別中間財務諸表の概要 平成18年２月17日

上場会社名 株式会社アルファ・トレンド 上場取引所
札幌証券取引所
アンビシャス

コード番号 4352 本社所在都道府県 北海道

(URL　http://www.alphatrend.co.jp)

代　　表　　者　役職名 代表取締役社長 氏名　板垣　洋

問合せ先責任者　役職名 取締役 氏名　町田　州弘 ＴＥＬ　　（011）860－7380

決算取締役会開催日 平成18年２月17日 中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日 － 単元株制度採用の有無 無

１．平成18年６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 ％

18年６月中間期 179 57.7 △12 － △20 －

17年６月中間期 113 9.4 △13 － △13 －

17年６月期 306 19 22

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６月中間期 15 － 181 91

17年６月中間期 △9 － △1,101 97

17年６月期 12 1,515 83

（注）①期中平均株式数 18年６月中間期 84,696.75株 17年６月中間期 8,236.00株 17年６月期 8,335.72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６月中間期 0 00 ――――――

17年６月中間期 0 00 ――――――

17年６月期 ―――――― 0 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６月中間期 1,056 977 92.5 11,008 60

17年６月中間期 378 364 96.5 44,308 48

17年６月期 963 877 91.1 63,431 34

（注）①期末発行済株式数 18年６月中間期 88,824.00株 17年６月中間期 8,236.00株 17年６月期 13,836.00株

②期末自己株式数 18年６月中間期        －株 17年６月中間期 －株 17年６月期 －株

２．平成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 269 △30 5 未定 未定

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　56円30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。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の11ページを参照して下さい。
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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  131,745   87,428    312,469   

２．売掛金  65,089   114,605    126,977   

３．たな卸資産  2,709   8,386    3,714   

４．未収入金  －   126,546    －   

５．繰延税金資産  5,021   －    1,580   

６．その他 ※１ 6,628   11,872    8,073   

貸倒引当金  △350   △350    △350   

流動資産合計   210,846 55.8  348,489 33.0 137,642  452,466 47.0

Ⅱ　固定資産            

(1）有形固定資産 ※２ 2,498   7,416   4,918 2,600   

(2）無形固定資産            

１．ソフトウェア  24,431   25,479    18,154   

２．その他  144   144    144   

無形固定資産
合計

 24,576   25,624   1,048 18,298   

(3）投資その他の
　　資産

           

１．関係会社株式  129,572   479,572    479,572   

２．投資有価証券  －   183,780    －   

３．その他  10,650   11,836    10,837   

投資その他の資
産合計

 140,223   675,189    490,410   

固定資産合計   167,298 44.2  708,231 67.0 540,932  511,310 53.0

資産合計   378,145 100.0  1,056,720 100.0 678,575  963,776 100.0
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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  262   16,007    36,100   

２．未払法人税等  －   9,042    12,991   

３．繰延税金負債  －   20,049    －   

４．その他 ※３ 12,957   33,792    37,049   

流動負債合計   13,220 3.5  78,891 7.5 65,671  86,140 8.9

負債合計   13,220 3.5  78,891 7.5 65,671  86,140 8.9

            

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   223,310 59.1  502,569 47.5 279,259  471,310 48.9

Ⅱ　資本剰余金            

１．資本準備金  152,182   417,325    395,182   

資本剰余金合計   152,182 40.2  417,325 39.5 265,142  395,182 41.0

Ⅲ　利益剰余金            

１．別途積立金     10,000       

　２．中間（当期）未処分利益

又は中間（当期）未処理損

失（△)

 △10,568   16,550    11,143   

利益剰余金合計   △10,568 △2.8  26,550 2.5 37,118  11,143 1.2

 Ⅳ　その他有価証券
　　 評価差額金

   　　　－ －  31,383 3.0 31,383   　　－ －

資本合計   364,924 96.5  977,828 92.5 612,903  877,636 91.1

負債及び資本合計   378,145 100.0  1,056,720 100.0 678,575  963,776 100.0
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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   113,826 100.0  179,458 100.0 65,631  306,874 100.0

Ⅱ　売上原価   80,626 70.8  78,639 43.8 △1,987  192,557 62.7

売上総利益   33,200 29.2  100,819 56.2 67,619  114,316 37.3

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  47,062 41.4  113,510 63.3 66,447  94,676 30.9

営業利益又は
営業損失
（△）

  △13,862 △12.2  △12,691 △7.1 1,171  19,640 6.4

Ⅳ　営業外収益 ※１  4 0.0  4,478 2.5 4,473  14,006 4.6

Ⅴ　営業外費用 ※２  16 0.0  12,584 7.0 12,568  10,883 3.6

経常利益又は
経常損失
（△）

  △13,874 △12.2  △20,798 △11.6 △6,924  22,763 7.4

 Ⅵ　特別利益 ※３  － －  45,300 25.2 45,300   ー －

 Ⅶ　特別損失 ※４  － －  920 0.5 920  － －

税引前中間
（当期）純利
益又は税引前
中間純損失
（△）

  △13,874 △12.2  23,581 13.1 37,455  22,763 7.4

法人税、住民
税及び事業税

 145   7,728    11,631   

法人税等調整
額

 △4,944 △4,798 △4.2 445 8,174 4.5 12,972 △1,503 10,128 3.3

中間（当期）
純利益又は中
間純損失
（△）

  △9,075 △8.0  15,407 8.6 24,483  12,635 4.1

前期繰越利益
又は前期繰越
損失(△)

  △1,492   1,143    △1,492  

中間(当期)未
処分利益又は
中間未処理損
失

  △10,568   16,550    11,143  
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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

子会社株式

　総平均法による原価法を採用

しております。

(1）有価証券

子会社株式

　　　　同左

(1）有価証券

子会社株式

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

　総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

仕掛品

　個別法による原価法を採用し

ております。

(2）たな卸資産

仕掛品

　　　　同左

(2）たな卸資産

仕掛品

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日以降取得した建物（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、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

(1）有形固定資産

　　　　　同左

　

(1）有形固定資産

同左

 建物 ６～15年

工具、器具及び

備品
２～６年

  

  

 

 (2）無形固定資産

　市場販売目的のソフトウェアに

ついては、原則３年以内の残存有

効期間による見込販売収益に基づ

く定額法を採用し、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．繰延資産の処理方法  

―――

新株発行費

　支出時に全額費用として処理し

ております。

新株発行費

同左

４．引当金の計上基準 貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に

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。

貸倒引当金

　　　　　　同左

貸倒引当金

同左

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

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

(1）消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方

式によっております。

(1）消費税等の会計処理

　　　　　同左

(1）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）

　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）が平成16年３月31日

に終了する事業年度に係る財務諸表から適用

できることになったことに伴い、当中間会計

期間から同会計基準及び同適用指針を適用し

ております。なお、これによる損益に与える

影響はありません。

―――
（固定資産の減損に係る会計基準）

　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）が平成16年３

月31日に終了する事業年度に係る財務諸表

から適用できることになったことに伴い、

当事業年度から同会計基準及び同適用指針

を適用しております。なお、これによる損

益に与える影響はありません。

表示方法の変更

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）

――― （中間貸借対照表）

「未払法人税等」は、前中間期まで、「流動負債」の「そ

の他」に含めて表示しておりましたが、当中間期において、

負債、少数株主持分及び資本の合計額の100分の１を超え

たため、区分掲記いたしました。なお、前中間期末におけ

る「未払法人税等」の残高は664千円であります。
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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 ※１　消費税等の取扱い ※１

 ――― 仮払消費税等及び仮受消費税等は、

相殺のうえ、金額の重要性が乏しいた

め流動資産の「その他」に含めて表示

しております。

 ―――

※２　有形固定資産の減価償却累計額 ※２　有形固定資産の減価償却累計額 ※２　有形固定資産の減価償却累計額

3,783千円 3,773千円 4,318千円

※３　消費税等の取扱い ※３ ※３

　仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、金額の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。

――― ―――

（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 4千円 受取利息 4千円

受取配当金 4,473千円

受取利息 6千円

受取手数料 14,000千円

※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 16千円 支払利息 7千円

新株発行費  12,577千円

支払利息 24千円

新株発行費 10,858千円

 ※３

―――

 ※３　特別利益

有価証券売却益 45,300千円 

 ※３

―――

※４ ※４　特別損失　 ※４

――― 固定資産除却損 920千円

 

―――

　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 478千円

無形固定資産 7,448千円

有形固定資産 755千円

無形固定資産 5,269千円

有形固定資産 1,013千円

無形固定資産 13,726千円
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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）

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

 

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）

有形固定資産 9,161 5,500 3,661

計 9,161 5,500 3,661

 

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）

有形固定資産 9,835 6,786 3,048

計 9,835 6,786 3,048

 

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）

有形固定資産 9,161 6,337 2,823

計 9,161 6,337 2,823

(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 1,788千円

１年超 2,174千円

合計 3,962千円

１年内 1,424千円

１年超 1,788千円

合計 3,212千円

１年内 1,698千円

１年超 1,383千円

合計 3,081千円

(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 999千円

減価償却費相当額 859千円

支払利息相当額 118千円

支払リース料 986千円

減価償却費相当額 848千円

支払利息相当額 70千円

支払リース料 1,974千円

減価償却費相当額 1,697千円

支払利息相当額 211千円

(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、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

②　有価証券

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても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 44,308.48円

１株当たり中間純損失 1,101.97円

　なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益について、新株引受権及

び新株予約権の残高はありますが、

１株当たり中間純損失が計上されて

いるため記載しておりません。

１株当たり純資産額 11,008.60円

１株当たり中間純利益 181.91円

潜在株式調整後１株当

たり当中間純利益
107.54円

当社は、平成17年９月５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。また、平成17年12月１

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１株当たり

情報については、それぞれ以下の通

りとなります。

前中間会計期間 

１株当たり純資産額 7,384.75円

１株当たり中間純損失 183.66円

　なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益について、新株引受権及び新株予約権の残

高はありますが、１株当たり中間純損失が計

上されているため記載しておりません。

前事業年度 

１株当たり純資産額 10,571.89円

１株当たり当期純利益 252.64円

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益
220.18円

１株当たり純資産額 63,431.34円

１株当たり当期純利益 1,515.83円

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益
1,321.06円
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　（注）　１株当たり中間（当期）純利益（損失（△））及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の

根拠は、以下のとおりであります。

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株当たり中間（当期）純利益（損失

（△））
   

中間（当期）純利益又は中間純損失

（△）（千円）
△9,075 15,407 12,635

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る当期純利益又は中間純

損失（△）（千円）
△9,075 15,407 12,635

期中平均株式数（株） 8,236.00 84,696.75  8,335.72

    

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益
   

普通株式増加数（株） － 58,572 1,229

（うち新株引受権） － 2,352 285

（うち新株予約権） － 56,220 944

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

――― 第５回新株予約権

（新株予約権の数150

個）

―――

（重要な後発事象）

当社は、平成17年11月17日開催の取締役会において、来る平成18年２月24日開催の臨時株主総会の決議をもって、平

成18年３月１日を期日として、当社における情報技術事業を会社分割し、純粋持株会社制へ移行することに係る分割

計画書を決議しております。なお、本件内容につきましては、26ページ「４．中間連結財務諸表等　（重要な後発事

象）」をご参照ください。

38


