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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。

営業収益 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年６月中間期 1,903 (　2.6) 1,232 (　20.1) 1,249 (　21.6)

17年６月中間期 1,854 ( 91.1) 1,026 ( 209.7) 1,027 (186.0)

17年６月期 2,479 1,014 1,026

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 879 ( △16.0) 464 23

17年６月中間期 1,046 (207.0) 615 24

17年６月期 602 320 78

（注）①期中平均株式数 18年６月中間期 1,894,000株 17年６月中間期 1,701,255株 17年６月期 1,796,836株

②会計処理の方法の変更 無

③営業収益、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

(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 　　　　―――――― 70 00

(3）財政状態  

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 9,539 8,841 92.7 4,668 36

17年６月中間期 9,186 8,561 93.2 4,520 09

17年６月期 8,606 8,117 94.3 4,272 11

（注）①期末発行済株式数 18年６月中間期 1,894,000株 17年６月中間期 1,894,000株 17年６月期 1,894,000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）  

 営業収益 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 2,560  1,200  800  40 00 40 00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　211円19銭

  （注）  平成18年２月14日開催の臨時取締役会決議により、平成18年３月31日現在の株主に対し平成18年４月１日付を

        もって、普通株式１株を２株に分割する予定であります。

          なお、１株当たり予想当期純利益（通期）は、当該株式分割後の発行済株式数に基づいて算出しております。

    ※　  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作成したものであり、多分に不確定な要素を含

　　　　んでおります。実際の業績等は、今後様々な要因により、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）
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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

現金及び預金  941,118   693,172   841,332   

営業未収入金  1,200,000   1,200,000   －   

たな卸資産  403   604   231   

関係会社短期貸付金  －   －   800,000   

繰延税金資産  11,701   9,513   10,046   

未収入金  129,188   111,646   225,635   

その他  18,928   16,880   289,722   

流動資産合計   2,301,340 25.1  2,031,818 21.3  2,166,967 25.2

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産 ※１  54,011   36,640   44,638  

２　無形固定資産   68,966   51,599   61,846  

３　投資その他の資産           

関係会社株式 ※２ 5,829,246   4,896,895   5,829,246   

関係会社長期貸付
金

 900,000   2,300,000   900,000   

繰延税金資産  83,858   101,283   91,744   

その他  193,191   214,866   208,417   

投資損失引当金 ※２ △243,730   －   △696,483   

貸倒引当金  －   △93,575   －   

投資その他の資産合
計

  6,762,565   7,419,470   6,332,924  

固定資産合計   6,885,543 74.9  7,507,710 78.7  6,439,410 74.8

資産合計   9,186,883 100.0  9,539,528 100.0  8,606,377 100.0
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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）
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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

未払金  201,912   281,475   93,378   

未払法人税等  88,556   16,628   8,028   

賞与引当金  21,392   8,881   7,216   

その他  75,279   75,572   110,577   

流動負債合計   387,140 4.2  382,558 4.0  219,200 2.6

Ⅱ　固定負債           

退職給付引当金  176,978   247,231   210,958   

役員退職慰労引当金  59,809   65,601   56,751   

その他  1,898   2,265   2,265   

固定負債合計   238,685 2.6  315,098 3.3  269,975 3.1

負債合計   625,826 6.8  697,656 7.3  489,175 5.7

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   401,490 4.4  401,490 4.2  401,490 4.7

Ⅱ　資本剰余金           

１　資本準備金  4,964,025   4,964,025   4,964,025   

資本剰余金合計   4,964,025 54.0  4,964,025 52.0  4,964,025 57.7

Ⅲ　利益剰余金           

１　利益準備金  3,992   3,992   3,992   

２　中間（当期）未処分利
益

 3,187,146   3,463,525   2,742,687   

利益剰余金合計   3,191,139 34.7  3,467,517 36.4  2,746,679 31.9

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

  4,403 0.1  8,838 0.1  5,006 0.0

資本合計   8,561,057 93.2  8,841,871 92.7  8,117,201 94.3

負債資本合計   9,186,883 100.0  9,539,528 100.0  8,606,377 100.0
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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）

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
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　営業収益   1,854,348 100.0  1,903,242 100.0  2,479,933 100.0

Ⅱ　営業費用   827,833 44.6  670,687 35.2  1,465,345 59.1

営業利益   1,026,514 55.4  1,232,554 64.8  1,014,587 40.9

Ⅲ　営業外収益 ※１  19,151 1.0  19,934 1.0  30,507 1.2

Ⅳ　営業外費用 ※２  18,175 1.0  3,053 0.2  18,388 0.7

経常利益   1,027,490 55.4  1,249,434 65.6  1,026,706 41.4

Ⅴ　特別損失  ※３  － －  329,442 17.3  452,752 18.3

税引前中間（当期）
純利益

  1,027,490 55.4  919,992 48.3  573,953 23.1

法人税、住民税及び
事業税

 △4,431   52,358   △6,868   

法人税等調整額  △14,762 △19,193 △1.0 △11,614 40,744 2.1 △21,402 △28,271 △1.2

中間（当期）純利益   1,046,683 56.4  879,247 46.2  602,224 24.3

前期繰越利益   2,140,462   2,584,277   2,140,462  

中間（当期）未処分
利益

  3,187,146   3,463,525   2,742,687  
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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

　移動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

貯蔵品

　最終仕入原価法を採用してお

ります。

(2）たな卸資産

貯蔵品

同左

(2）たな卸資産

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。

車両運搬具　　　　　　６年

工具器具備品　　　５～15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

　　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。

自社利用ソフトウェア　５年

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

３．引当金の計上基準 (1） 　　　――――― (1）貸倒引当金

　　関係会社に対する営業未収

　入金及び貸付金の貸倒れによ

　る損失に備えるため、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） 　　　―――――

 (2）投資損失引当金

　　関係会社に対する投資の損

　失に備えるため、関係会社の

　財政状態等を勘案し、その必

　要額を計上しております。

(2） 　　　――――― (2）投資損失引当金

　　関係会社に対する投資の損

　失に備えるため、関係会社の

　財政状態等を勘案し、その必

　要額を計上しております。

(3）賞与引当金

　　従業員に対する賞与の支給

　に備えるため、支給見込額に

　基づき計上しております。

(3）賞与引当金

同左

(3)賞与引当金

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 (4）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

　退職給付債務見込額に基づ

　き、当中間会計期間末におい

　て発生していると認められる

　額を計上しております。

　　数理計算上の差異は、各事

　業年度の発生時における従業

　員の平均残存勤務期間以内の

　一定の年数（10年）による定

　額法により按分した額をそれ

　ぞれ発生した翌事業年度から

　費用処理しております。

(4）退職給付引当金

同左

(4) 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

　退職給付債務見込額に基づき

　計上しております。

　　数理計算上の差異は、各事

　業年度の発生時における従業

　員の平均残存勤務期間以内の

　一定の年数（10年）による定

　額法により按分した額をそれ

　ぞれ発生した翌事業年度から

　費用処理しております。

 (5）役員退職慰労引当金

　  役員の退職慰労金の支給に

  備えるため、内規に基づく中

  間期末要支給額を計上してお

  ります。

(5）役員退職慰労引当金

同左

(5）役員退職慰労引当金

　  役員の退職慰労金の支給に

  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．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。

　  なお、仮払消費税等と仮受

  消費税等を相殺し、残額を流

  動負債の「その他」に計上し

  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

　  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。

(2）連結納税制度の適用

  連結納税制度を適用してお

  ります。

(2）連結納税制度の適用

同左

(2）連結納税制度の適用

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

準委員会　平成15年10月31日　企業会計基準

適用指針第６号）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。

 ―――――

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

55,960千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

64,600千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

65,535千円

 ※２　　　　　   ――――― ※２　関係会社株式のうちフレンテ・インタ

　　　ーナショナル株式につきましては、従

　　　来投資損失引当金を計上しておりまし

　　　たが、財政状態のさらなる悪化に伴

　　　い、当中間会計期間において取得原価

　　　を直接減額しております。

 ※２　　　　　   ―――――

 

３　偶発債務

次の関係会社について、地方公共団体

への支払に対し債務保証を行なってお

ります。

３　偶発債務

次の関係会社について、地方公共団体

への支払に対し債務保証を行なってお

ります。

３　偶発債務

次の関係会社について、地方公共団体

への支払に対し債務保証を行なってお

ります。

保証先 金額(千円) 内容

㈱湖池屋 484,535 支払債務

保証先 金額(千円) 内容

㈱湖池屋 484,535 支払債務

保証先 金額(千円) 内容

㈱湖池屋 484,535 支払債務

（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 6,806千円

版権等使用料 11,268千円

受取利息 12,965千円

還付加算金 5,803千円

受取利息 12,656千円

版権等使用料 13,350千円

※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

固定資産評価損 13,000千円

新株発行費 4,852千円

固定資産除却損 2,792千円

  

固定資産評価損 13,000千円

新株発行費 4,852千円

 ※３　　　　　   ――――― ※３　特別損失のうち主要なもの  ※３　　　　　   ―――――

関係会社株式評価損 235,867千円

貸倒引当金繰入額 93,575千円

４　減価償却実施額 ４　減価償却実施額 ４　減価償却実施額

有形固定資産 10,015千円

無形固定資産 6,807千円

有形固定資産 6,923千円

無形固定資産 10,119千円

有形固定資産 19,852千円

無形固定資産 13,926千円

（有価証券関係）

前中間会計期間末（平成16年12月31日現在）、当中間会計期間末（平成17年12月31日現在）及び前事業年度（平

成17年６月30日現在）において、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。

  （１株当たり情報）

中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
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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）

該当事項はありません。 ストック・オプション(新株予約権)について

平成18年２月２日開催の当社臨時取締役会に

おいて、商法第280条ノ20及び同第280条ノ21の

規定並びに平成17年９月28日開催の定時株主総

会決議に基づき新株予約権の発行を決議しま

した。

 

1.新株予約権の発行

　日

平成18年２月９日

2.新株予約権の発行

　数 

170個

3.新株予約権の発行

　価格

無償 

4.新株予約権の目的

　たる株式の種類及　

　　

　び数

 当社普通株式

17,000株 

5.新株予約権の行使

　に際しての払込金

　額

5,759円 

6.新株予約権の行使

　により発行する株

　式の発行価額の総

　額 

97,903,000円 

7.新株予約権の行使

　期間

平成19年10月１日

から平成22年９月

30日 

8.新株予約権の行使

　により新株発行す

　る場合の発行価額

　のうち資本に組み

　入れない額 

48,943,000円 

9.新株予約権の割当

　対象者数

当社並びに子会社の

取締役及び従業員

　17名 

該当事項はありません。
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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）

該当事項はありません。 株式分割について

平成18年２月14日開催の当社臨時取締役会に

おいて、次のように株式分割による新株式の発

行を決議いたしました。

 

１．平成18年４月１日付をもって普通株式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 1,894,000株

（2）分割方法

　 平成18年３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18年１月１日

 

なお、上記株式分割により平成18年４月１日

付をもって商法第280条ノ20及び第280条ノ21の

規定に基づく新株予約権の発行についての変更

は下記のとおりであります。

 

1.新株予約権の発行

　数

340個

2.新株予約権の目的

　たる株式の種類及

　び数

 普通株式

34,000株 

3.新株予約権の行使

　に際しての払込金

　額

2,880円

4.新株予約権の行使

　により発行する株

　式の発行価額の総

　額 

97,920,000円 

5.新株予約権の行使

　により新株発行す

　る場合の発行価額

　のうち資本に組み

　入れない額 

48,960,000円 

該当事項はありません。
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