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平成18年６月期   個別中間財務諸表の概要 平成 18 年 ２ 月 27 日 
上 場 会 社 名 株式会社クインランド 上場取引所（所属部）  大阪証券取引所（ヘラクレス市

場） 

コ ー ド 番 号 2 7 3 2 本社所在都道府県   兵庫県 

（ＵＲＬ http://www.quinland.co.jp） 

代 表 者  役職名 代表取締役社長     氏名 吉村 一哉 

問合せ先責任者  役職名 常務取締役経理財務部長  氏名 吾郷 孝一    ＴＥＬ (078)858－5730 

決算取締役会開催日 平成 18 年 ２ 月 27 日 中間配当制度の有無   有  

中間配当支払開始日 平成 － 年 － 月 － 日                単元株制度採用の有無   無 

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                             （単位：百万円未満切捨） 

 売上高 営業利益 経常利益 

 

17年12月中間期 

16年12月中間期 

百万円   ％

780     △85.3   

5,299       43.5   

百万円   ％

47      △94.0  

787        17.1  

百万円   ％

△136          －  

692        13.6  

17年６月期 6,549     △21.5   253      △83.1  10      △99.3  
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 

（当期）純利益 
 

 

17年12月中間期 

16年12月中間期 

百万円   ％

△244          －  

294         0.6  

円   銭

△1,530      34  

2,273   39 

17年６月期 △31          －  △471      93   

(注)①期中平均株式数 17年12月中間期 159,532株 16年12月中間期129,431株 17年６月期 129,488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 

 

17年12月中間期 

16年12月中間期 

円  銭 

  0   0 

  0   0 

円  銭

――――― 

――――― 

17年６月期 ――――― 800      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 

 

17年12月中間期 

16年12月中間期 

百万円

35,401      

12,481      

百万円

14,715      

5,956      

％ 

41.6   

47.7   

円   銭

90,155      13  

45,792   96 

17年６月期 28,084      9,288      33.1   64,692      85  

(注)①期末発行済株式数 17年12月中間期163,243.77株 16年12月中間期130,405株 17年６月期 143,126.40株 

②期末自己株式数   17年12月中間期  14.77株 16年12月中間期  327株  17年６月期  13.12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) 

  当社は、純粋持株会社であるため、当該計数につきましては該当がございません。 
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２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

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    

１ 現金及び預金 ※２ 1,154,485 3,905,369 4,564,363 

２ 営業未収入金  － 803,075 － 

３ 売掛金  2,116,403 － － 

４ たな卸資産  448,097 47 36 

５ 短期貸付金  974,639 1,021,406 571,458 

６ 関係会社短期貸付金  － 3,100,362 1,107,761 

７ その他  414,588 556,013 485,689 

 貸倒引当金  △75,671 △17,415 △19,989 

流動資産合計   5,032,543 40.3 9,368,860 26.5  6,709,319 23.9

Ⅱ 固定資産    

(1）有形固定資産    

１ 建物 ※１ 186,066 30,571 6,164 

２ 構築物 ※１ 39,108 － － 

３ 機械及び装置 ※１ 11,080 － － 

４ 車両運搬具 ※１ 571 71 71 

５ 工具器具備品 ※１ 13,302 6,233 2,688 

６ 建設仮勘定  29,337 3,960 － 

有形固定資産合計  279,466 40,836 8,924 

(2）無形固定資産    

１ 営業権  11,160 － － 

２ ソフトウェア  1,364,606 9,616 4,250 

３ その他  5,432 366 366 

無形固定資産合計  1,381,199 9,983 4,616 

(3）投資その他の資産    

１ 投資有価証券  750,379 2,814,314 1,342,977 

２ 関係会社株式 ※２ 2,392,066 16,666,219 13,817,898 

３ 関係会社社債  250,000 100,100 300,100 

４ 関係会社出資金  － 385,378 500 

５ 長期貸付金  1,796,425 103,983 150,160 

６ 関係会社長期貸付金  － 4,371,446 5,073,447 

７ 敷金・保証金  190,733 208,402 100,339 

８ 長期前払費用  352,307 24,248 14,076 

９ その他 ※２ 384,917 1,499,231 777,936 

 投資損失引当金  △50,000 △89,752  － 

 貸倒引当金  △278,204 △101,986 △216,234 

投資その他の資産合計  5,788,626 25,981,586 21,361,200 

固定資産合計   7,449,292 59.7 26,032,405 73.5  21,374,742 76.1

資産合計   12,481,835 100.0 35,401,265 100.0  28,084,061 100.0
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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    

１ 買掛金  200,925 － － 

２ 短期借入金 ※２ 3,300,000 11,192,431 5,700,000 

３ 関係会社短期借入
金 

 － 1,025,000 1,000,000 

４ 一年以内償還予定
社債 

※２ 394,000 1,050,000 757,000 

５ 一年以内返済予定
長期借入金 

※２ 576,038 1,251,172 896,038 

６ 未払金  80,229 20,749 545,099 

７ 未払法人税等  219,364 17,082 － 

８ その他  121,413 90,422 112,190 

流動負債合計   4,891,971 39.2 14,646,857 41.4  9,010,329 32.1

Ⅱ 固定負債    

１ 社債 ※２ 1,430,000 3,220,000 2,620,000 

２ 新株予約権付社債  － － 5,800,000 

３ 長期借入金 ※２ 150,484 2,532,097 1,332,465 

４ 関係会社長期借入
金 

 － 286,378 32,862 

５ その他  52,723 － － 

固定負債合計   1,633,207 13.1 6,038,476 17.0  9,785,327 34.8

負債合計   6,525,179 52.3 20,685,333 58.4  18,795,656 66.9

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   2,277,919 18.2 6,948,891 19.6  4,046,009 14.4

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  2,023,209 6,694,122 3,791,276 

２ その他資本剰余金  88,437 208,013 208,013 

資本剰余金合計   2,111,646 16.9 6,902,136 19.5  3,999,290 14.2

Ⅲ 利益剰余金    

１ 中間（当期）未処
分利益 

 1,579,418 865,433 1,254,062 

利益剰余金合計   1,579,418 12.7 865,433 2.5  1,254,062 4.5

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

  98 0.0 3,571 0.0  △7,402 △0.0

Ⅴ 自己株式   △12,426 △0.1 △4,100 △0.0  △3,554 △0.0

資本合計   5,956,656 47.7 14,715,932 41.6  9,288,405 33.1

負債及び資本合計   12,481,835 100.0 35,401,265 100.0  28,084,061 100.0
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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 売上高   5,299,211 100.0 780,640 100.0  6,549,220 100.0

Ⅱ 売上原価   3,409,162 64.3 － －  4,479,966 68.4

売上総利益   1,890,048 35.7 780,640 100.0  2,069,253 31.6

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

  1,102,665 20.8 733,500 94.0  1,815,261 27,7

営業利益   787,383 14.9 47,140 6.0  253,991 3.9

Ⅳ 営業外収益 ※１  29,052 0.5 121,361 15.5  142,787 2.2

Ⅴ 営業外費用 ※２  124,165 2.3 304,663 39.0  386,726 5.9

経常利益又は 
経常損失（△） 

  692,269 13.1 △136,161 △17.5  10,053 0.2

Ⅵ 特別利益 ※３  39,724 0.7 117,640 15.1  142,528 2.2

Ⅶ 特別損失 ※４  233,974 4.4 134,589 17.2  384,634 5.9

税引前中間純利益
又は税引前中間
（当期）純損失
（△） 

  498,019 9.4 △153,110 △19.6  △232,051 △3.5

法人税、住民税及
び事業税 

※６ 203,771 1,210 55,000 

法人税等調整額  － 203,771 3.8 89,817 91,027 11.7 △255,943 △200,943 △3.0

中間純利益 
又は中間（当期）
純損失（△） 

  294,247 5.6 △244,137 △31.3  △31,108 △0.5

前期繰越利益   1,285,170 1,109,571  1,285,170

中間（当期）未処
分利益 

  1,579,418 865,433  1,254,062
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中間財務諸表作成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）有価証券 (1）有価証券 (1）有価証券 １ 資産の評価基準及び評価

方法 ① 子会社株式及び関連会社株

式 

① 子会社株式及び関連会社株

式 

① 子会社株式及び関連会社株

式 

  移動平均法による原価法 同左 同左 

 ② その他有価証券 ② その他有価証券 ② その他有価証券 

 時価のあるもの 時価のあるもの 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

法により算定しておりま

す。） 

同左  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

により算定しておりま

す。） 

 時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

  移動平均法による原価法 移動平均法による原価法を採

用しております。 

なお、投資事業有限責任組

合等への出資については、持

分相当額を純額で取込む方法

によっております。 

移動平均法による原価法を採

用しております。 

なお、投資事業有限責任組合

等への出資については、組合契

約に規定される決算日ごとに、

持分相当額を純額で取込む方法

によっております。 

 (2）デリバティブ (2）デリバティブ (2）デリバティブ 

 ───── 時価法 同左 

 (3）たな卸資産 (3）たな卸資産 (3）たな卸資産 

 ① 商品 ①   ───── ①   ───── 

  個別法による原価法   

 ② 貯蔵品 ② 貯蔵品 ② 貯蔵品 

  終仕入原価法による原価

法 

同左 同左 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産 ２ 固定資産の減価償却の方

法 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。 

建物        ６～50年

構築物       ７～45年

機械及び装置    ９～13年

工具器具備品    ２～15年

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。 

建物       10～50年

車両運搬具      ２年

  工具器具備品   ３～10年

 

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。 

建物       ６～50年

構築物      ６～45年

機械及び装置   ９～13年

車両運搬具      ２年

  工具器具備品   ２～15年
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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） 

 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (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（３～５年）、市場販売目的

のソフトウェアについては見込販

売期間（３年）に基づく定額法を

採用しております。 

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）に基づく定額法を採

用しております。 

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（３～５年）、市場販

売目的のソフトウェアについて

は見込販売期間（３年）に基づ

く定額法を採用しております。

 (3）長期前払費用 (3）長期前払費用 (3）長期前払費用 

  定額法を採用しております。 同左 同左 

(1)貸倒引当金 (1)貸倒引当金 (1)貸倒引当金 ３ 引当金の計上基準 

 債権の貸倒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

能性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。 

同左 同左 

 (2)投資損失引当金 (2)投資損失引当金 (2)投資損失引当金 

  関係会社に対する投資により発

生の見込まれる損失に備えるた

め、当該関係会社の資産内容等を

勘案して損失見込額を計上してお

ります。 

同左 ───── 

４ 外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

 外貨建債権債務は、原則として

中間決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。 

同左  外貨建債権債務は、原則として

決算日の直物為替相場により円貨

に換算し、換算差額は損益として

処理しております。 

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 
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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） 

６ ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

  特例処理の要件を満たす金利

スワップについては、特例処理

を採用しております。 

 繰延ヘッジ処理によっており

ます。ただし、特例処理の要件

を満たす金利スワップについて

は特例処理を行っております。

同左 

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

 
  
 ヘッジ手段  ヘッジ対象

金利スワップ
取引 

 借入金 

 

  
 ヘッジ手段 ヘッジ対象

金利スワップ
取引 

借入金 

金利キャップ
取引 

借入金 

 

  
 ヘッジ手段  ヘッジ対象

金利スワップ
取引 

 借入金 

 

 (3）ヘッジ方針 (3）ヘッジ方針 (3）ヘッジ方針 

  金利変動リスクを管理する目

的で金利スワップ取引を行って

おります。これらの取引は、実

需の範囲内でのみ行い、投機目

的の取引は行わない方針であり

ます。 

金利変動リスクを管理する目

的で金利スワップ取引及び金利

キャップ取引を行っておりま

す。これらの取引は、実需の範

囲内でのみ行い、投機目的の取

引は行わない方針であります。

 金利変動リスクを管理する目

的で金利スワップ取引を行って

おります。これらの取引は、実

需の範囲内でのみ行い、投機目

的の取引は行わない方針であり

ます。 

 (4）ヘッジ有効性評価の方法 (4）ヘッジ有効性評価の方法 (4）ヘッジ有効性評価の方法 

  特例処理によっている金利ス

ワップについては、有効性の評

価を省略しております。 

ヘッジ開始時から有効性判定

時点までの期間におけるヘッジ

対象及びヘッジ手段の相場変動

又はキャッシュフロー変動の累

計額等を基礎としてヘッジの有

効性の評価を行っております。

特例処理によっている金利ス

ワップ及び金利キャップについ

ては、有効性の評価を省略して

おります。 

ヘッジ開始時から有効性判定

時点までの期間におけるヘッジ

対象及びヘッジ手段の相場変動

又はキャッシュフロー変動の累

計額等を基礎としてヘッジの有

効性の評価を行っております。

特例処理によっている金利ス

ワップについては、有効性の

評価を省略しております。 

７ 消費税等の会計処理方法  税抜方式によっており、仮払消

費税等と仮受消費税等とを相殺し

た残額を流動負債の「その他」に

含めて表示しております。 

税抜方式によっており、仮払消費

税等と仮受消費税等を相殺した残

額を流動資産の「その他」に含め

て表示しております。 

税抜方式によっております。 
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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） 

───── (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。 

 

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） 

「短期貸付金」は前中間会計期間末まで流動資産の「そ

の他」に含めて表示しておりましたが、当中間会計期

間末において資産総額の100分の5を超えたため区分掲

載しております。なお、前中間会計期間末における

「短期貸付金」の金額は198,276千円であります。 

１.「関係会社短期貸付金」は前中間会計期間末まで流

動資産の「短期貸付金」に含めて表示しておりまし

たが、重要性が増したため、区分掲載しておりま

す。なお、前中間会計期間末における「関係会社短

期貸付金」の金額は100,000千円であります。 

２．「関係会社出資金」は前中間会計期間末まで投資そ

の他の資産の「その他」に含めて表示しておりまし

たが、重要性が増したため、区分掲載しておりま

す。なお、前中間会計期間末における「関係会社出

資金」の金額は500千円であります。 

３．「関係会社長期貸付金」は前中間会計期間末まで投

資その他の資産の「長期貸付金」に含めて表示して

おりましたが、重要性が増したため、区分掲載して

おります。なお、前中間会計期間末における「関係

会社長期貸付金」の金額は1,379,517千円でありま

す。 
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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） 

前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

１.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方法 

「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

価値割及び資本割については、販売

費及び一般管理費として処理してお

ります。 

この結果、販売費及び一般管理費

が9,926千円増加し、営業利益、経

常利益及び、税引前中間純利益が、

同額減少しております。 

当中間会計期間における税金費用

については、従来簡便法により計算

しておりましたが、税金費用をより

合理的に配分するために、当中間会

計期間より原則法に変更しておりま

す。なお、この変更による影響は軽

微であります。 

２.投資事業有限責任組合及びこれ

に類する組合への出資についての貸

借対照表上の表示方法 

 

「証券取引法等の一部を改正する法

律」（平成16年法律第97号、施行日

平成16年12月１日）により、投資事

業有限責任組合及びこれに類する組

合への出資を有価証券とみなすこと

とされたため、当中間会計期間末に

おける投資事業有限責任組合及びこ

れに類する組合への出資金の貸借対

照表残高117,351千円を投資その他

の資産の「投資有価証券」に含めて

表示しております。 

 なお、前中間会計期間末における

残高はありません。また、前事業年

度の要約貸借対照表における残高は

118,000千円であり、当該残高は投

資その他の資産の「その他」に含め

て表示しております。 

 

１.当社は、平成17年３月１日に、

分社型新設分割により設立した「株

式会社ＤＭＥＳ」及び「株式会社Ｔ

ＣＬＡ」に営業の承継をさせるとと

もに、持株会社に移行いたしまし

た。これにより平成17年３月１日以

降の売上高に関しては、関係会社へ

の出向料と経営指導料のみとなって

おります。また、分割により当社か

ら分離した㈱ＤＭＥＳへの資産の総

額は2,244,537千円、負債の総額は

164,775千円、㈱ＴＣＬＡへの資産

の総額は1,149,424千円、負債の総

額は121,829千円であります。  

以上により、当期の財政状態及び経

営成績は前期と比較して大きく変動

しております。 

 

２.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方法 

「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、当事業年度から「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

及び一般管理費として処理しており

ます。 

この結果、販売費及び一般管理費が

23,500千円増加し、営業利益及び経

常利益が同額減少し、税引前当期純

損失が同額増加しております。 
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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 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

115,019千円 6,601千円 4,789千円

※２ 担保資産 ※２ 担保資産 ※２ 担保資産 

───── 担保に供している資産は次のとおりであ

ります。 

定期預金         2,087,903千円

関係会社株式       1,226,746千円

長期性預金         700,000千円

担保に対応する債務は次のとおりでありま

す。 

短期借入金        1,422,431千円

 一年内返済長期借入金    505,533千円

 一年以内償還予定社債     420,000千円

 長期借入金         947,251千円

社債           1,140,000千円

関係会社の金融機関からの借入金    

4,051,820千円

その他          101,306千円

  計          8,588,342千円

担保に供している資産は次のとおりであり

ます。 

定期預金     1,000,000千円 

担保に対応する債務は次のとおりでありま

す。 

 保証債務     2,341,008千円 

 ３ 保証債務  ３ 保証債務  ３ 保証債務 

 下記の連結子会社の金融機関からの借

入金に対し、債務保証を行っておりま

す。 

アピス神戸㈱ 306,000千円

㈱ディア．スープ 32,892千円

 計 338,892千円
  

 下記の連結子会社の金融機関からの借入

金及び取引先に対する債務に対し、債務保

証を行っております。 

アピス神戸㈱         212,000千円 

㈱サンク         160,000千円 

㈱クインランドキャピタル  

4,051,820千円 

 ㈱ジーティネット     100,000千円 

 ㈱ウェブベース      101,306千円 

 ㈱ＡＣＬＡ        145,873千円 

次の関係会社等について、金融機関から

の借入に対し債務保証を行っております。

アピス神戸㈱（連結子会社）259,000千円 

㈱サンク（連結子会社）  180,000千円 

㈱クインランドキャピタル（連結子会社） 

2,341,008千円 

 ㈱ディア.スープ      18,115千円 

また、連結子会社㈱サンクの為替予約契

約の保証を行っており、期末日時点の契約

残高は、142,307ユーロであります。 
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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） 

 ４ 当座貸越契約及び貸出コミットメント  ４ 当座貸越契約及び貸出コミットメン

ト 

 ４ 当座貸越契約及び貸出コミットメント 

 当座貸越契約及び貸出コミットメント

に係る借入未実行残高は、次のとおりで

あります。 

 当座貸越契約及び貸出コミットメン

トに係る借入未実行残高は、次のとお

りであります。 

当座貸越契約及び貸出コミットメント

に係る借入未実行残高は、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 

3,100,000千円

借入実行残高 2,700,000千円

差引額 400,000千円
  

 
当座貸越極度額及び
貸出コミットメント
の総額 

9,200,000千円

借入実行残高 9,200,000千円

差引額 －千円
  
(注)上記のうち下記の契約について財務制

限条項がついており、内容は以下のとおり

であります。 

(１)平成17年２月14日に締結したシンジ

ケートローン契約(借入枠3,000,000千円、

借入実行額3,000,000千円)には、下記の財

務制限条項がついており、下記の条項に抵

触した場合、多数貸付人の請求に基づく

エージェントの借入人に対する通知によ

り、契約上の全ての債務について期限の利

益を失い、直ちに借入金及び利息を支払う

ことになっております。 

 ①各決算期末及び中間決算期末における単

体及び連結貸借対照表上の資本の部の金額

を、直前の決算期末、中間決算期末又は平

成16年６月期末における当該単体及び連結

の貸借対照表上の資本の部の金額のいずれ

か大きい方の75％の金額以上にそれぞれ維

持すること。 

②各決算期及び中間決算期における単体及

び連結の営業損益及び経常損益に関して、

それぞれ２半期連続して損失を計上しない

こと。 

③各決算期及び中間決算期における単体及

び連結の貸借対照表における有利子負債の

合計金額から現預金の合計金額を差し引い

た金額を資本の部の金額で除した数値を

3.0以下にそれぞれ維持すること。 

 

当座貸越極度額及び
貸出コミットメント
の総額 

7,800,000千円

借入実行残高 4,800,000千円

差引額 3,000,000千円

 

(注) 上記のうち平成17年２月14日に締結した

シンジケートローン契約(借入枠3,000,000

千円、借入実行額－千円)には、下記の財

務制限条項がついており、下記の条項に抵

触した場合、多数貸付人の請求に基づく

エージェントの借入人に対する通知によ

り、契約上の全ての債務について期限の利

益を失い、直ちに借入金及び利息を支払う

ことになっております。 

 (１)各決算期末及び中間決算期末における単

体及び連結貸借対照表上の資本の部の金額

を、直前の決算期末、中間決算期末又は平成

16年６月期末における当該単体及び連結の貸

借対照表上の資本の部の金額のいずれか大き

い方の75％の金額以上にそれぞれ維持するこ

と。 

(２)各決算期及び中間決算期における単体及

び連結の営業損益及び経常損益に関して、そ

れぞれ２半期連続して損失を計上しないこ

と。 

(３)各決算期及び中間決算期における単体及

び連結の貸借対照表における有利子負債の合

計金額から現預金の合計金額を差し引いた金

額を資本の部の金額で除した数値を3.0以下

にそれぞれ維持すること。 
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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） 

前事業年度末 
（平成17年６月30日） 

 
(２)平成17年９月14日に締結した相対型コ

ミットメントライン契約(借入枠500,000千

円、借入実行額500,000千円)には、下記の

財務制限条項がついております。 

①各決算期の末日における連結及び単体の

貸借対照表における純資産額を、前年比

75％以上に維持すること。 

②各決算期の末日における連結及び単体の

損益計算書に示される経常損益が平成16年

６月期以降の決算期につき、２期連続して

損失とならないようにすること。 

 

(３)平成17年11月25日に締結したコミット

メントライン契約(借入枠300,000千円、借

入実行額300,000千円)には、下記の制限条

項がついており、下記の条項に抵触した場

合にはその後の新規取引の停止、極度額の

減額又は契約の解除がなされる可能性があ

り、契約が解除された場合には期限の利益

を喪失し、直ちに借入金及び利息を支払う

ことになっております。 

①各決算期の末日における連結の貸借対照

表における資本の部の金額が、前年同期比

90％以下とならないこと。 

②各決算期及び中間決算期における単体及

び連結の営業損益及び経常損益に関して、

それぞれ２半期連続して損失を計上しない

こと。 
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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は次のと

おりであります。 

※１ 営業外収益のうち主要なものは次のと

おりであります。 

※１ 営業外収益のうち主要なものは次のと

おりであります。 
 

受取利息 19,886千円

受取手数料 6,746千円
 

 
受取利息 91,609千円

 
 

 
受取利息 83,281千円

投資有価証券売却益 47,833千円
  

※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 30,681千円

社債利息 4,499千円

社債発行費 9,900千円

支払手数料 23,380千円

貸倒引当金繰入額 53,242千円
  

 
支払利息 134,557千円

社債発行費 48,750千円

新株発行費 58,237千円

支払手数料 31,399千円
  

 
支払利息 113,870千円

社債発行費 77,381千円

貸倒引当金繰入額 73,478千円

支払手数料 83,001千円

 
  

※３ 特別利益のうち主要なものは次のとお

りであります。 

※３ 特別利益のうち主要なものは次のとお

りであります。 

※３ 特別利益のうち主要なものは次のとお

りであります。 
 

営業譲渡益 39,724千円
  

 
貸倒引当金戻入益 116,320千円

  

 
関係会社株式売却益 50,000千円

貸倒引当金戻入益 52,804千円

営業譲渡益 39,724千円
  

※４ 特別損失のうち主要なものは次のとお

りであります。 

※４ 特別損失のうち主要なものは次のとお

りであります。 

※４ 特別損失のうち主要なものは次のとお

りであります。 
 

たな卸資産評価損 126,936千円

固定資産除却損 7,818千円

投資有価証券評価損 47,820千円

保険積立金評価損 5,988千円

賃貸借契約解約損 2,341千円

買収関連費用 24,000千円

貸倒引当金繰入額 19,068千円
  

 
買収関連費用 29,200千円

投資損失引当金繰入額 89,752千円
  

 
関係会社株式評価損 143,642千円

買収関連費用 180,346千円
  

 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 15,410千円

無形固定資産 163,941千円
  

 
有形固定資産 2,294千円

無形固定資産 835千円
  

 
有形固定資産 21,760千円

無形固定資産 231,036千円
  

※６ 当中間会計期間における税金費用につ

いては、簡便法による税効果会計を適用

しているため、法人税等調整額は「法人

税、住民税及び事業税」に含めて表示し

ております。 

※６     ───── ※６     ───── 
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（リース取引関係） 

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため、記載を省略しております。 

 

（有価証券関係） 

 前中間会計期間（平成16年12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。 

 

 当中間会計期間（平成17年12月31日） 

  子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

区分 
貸借対照表計上額 

（千円） 

時価 

（千円） 

差額 

（千円） 

子会社株式 1,394,775 3,202,965 1,808,190 

計 1,394,775 3,202,965 1,808,190 

 

前事業年度（平成17年６月30日） 

  子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

区分 
貸借対照表計上額 

（千円） 

時価 

（千円） 

差額 

（千円） 

子会社株式 810,000 774,900 △35,100 

計 810,000 774,900 △35,100 

 

（１株当たり情報） 

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株当たり純資
産額 

45,792円96銭 90,155円13銭 64,692円85銭

１株当たり中間
純利益又は中間
(当期)純損失
(△) 

2,273円39銭 △1,530円34銭 △471円93銭

潜在株式調整後
１株当たり中間
（当期）純利益 

2,246円68銭 － －

 

 当社は、平成16年２月20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。 

なお、潜在株式調整後1株

当たり中間純利益について

は、１株当たり中間純損失で

あるため、記載しておりませ

ん。 

なお、潜在株式調整後1株当

たり当期純利益については、１

株当たり当期純損失であるた

め、記載しておりません。 

 

 
１株当たり純資産額 

 16,761円47銭

１株当たり中間純利益 

 2,534円24銭

潜在株式調整後 
１株当たり中間純利益 

 2,496円93銭
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 （注）１株当たり中間純利益又は中間(当期)純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、

次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株当たり中間純利益又は中間

(当期)純損失 
   

中間純利益又は中間(当期)純損

失(△) 
294,247千円 △244,137千円 △31,108千円 

普通株主に帰属しない金額 － － 30,000千円 

（うち利益処分による役員賞与
金） 

－ － (30,000千円)

普通株式に係る中間純利益又は
中間(当期)純損失(△) 

294,247千円 △244,137千円 △61,108千円 

期中平均株式数 129,431株 159,532株 129,488株 

潜在株式調整後１株当たり中間純
利益 

   

中間（当期）純利益調整額 － － － 

普通株式増加数 1,539株 －株 －株 

（うち新株予約権） (1,539株) (   －株) (   －株)

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 

平成16年９月22日定時

株主総会決議ストック

オプション（新株予約

権2,992個） 

普通株式   2,992株 

 

平成16年９月22日定時

株主総会決議ストック

オプション（新株予約

権   2,646個） 

普通株式    2,646株 

平成14年９月26日定時

株主総会決議ストック

オプション（新株予約

権  895個） 

普通株式    895株 

 

平成16年９月22日定時

株主総会決議ストック

オプション（新株予約

権   2,874個） 

普通株式    2,874株 

平成14年９月26日定時

株主総会決議ストック

オプション（新株予約

権  980個） 

普通株式    980株 

第１回無担保転換社債型

新株予約権付社債(額面

金額5,800,000千円) 

 

 


