
 
平成18年９月期    個別中間財務諸表の概要 

平成18年５月16日 

会社名 株式会社ランドビジネス 上場取引所      ＪＡＳＤＡＱ 

コード番号 8944 本社所在都道府県   東京都 

（ＵＲＬ http://www.lbca.co.jp）  

代 表 者  役 職 名 代表取締役社長  

 氏    名 亀井 正通  

問い合わせ先 責任者役職名 常務取締役管理部担当  

 氏    名 森作 哲朗 ＴＥＬ（03）3595－1371 

決算取締役会開催日   平成18年５月16日 中間配当制度の有無   有 

中間配当支払開始予定日 平成－年－月－日 単元株制度の有無    無 

１．18年３月中間期の業績（平成17年10月1日～平成18年3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 ％
1 8年3月中間期 3,507 （ △10.8 ） 939 （ 0.9 ） 611 （ △22.7 ）

1 7年3月中間期 3,930 （ 37.4 ） 930 （ 85.9 ） 790 （ 74.5 ）

1 7 年 9 月 期 5,832  1,304  948  
  

 中間（当期）純利益 
１株当たり中間 
（当期）純利益 

 百万円 ％ 円 銭
1 8 年 3月中 間期 326 （ △22.2 ） 3,089.68 

1 7 年 3 月中 間期 419 （ 85.3 ） 272,734.31 

1 7 年 9 月 期 529    16,828.50 

(注) １．期中平均株式数  18年3月中間期  105,550株  17年3月中間期 1,537株 17年9月期 31,479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、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 
   ４．平成17年５月６日付で、１株を20株に株式分割を行っております。また、平成17年11月18日付で、１株を３

株に株式分割を行っております。 

(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3月中間期 00  00 － 

17年3月中間期 00  00 － 

1 7 年 9 月 期 － 2,900  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3月中間期 36,084 7,978 22.1 68,521.31 

17年3月中間期 16,991 1,305 7.7 843,062.48 

1 7 年 9 月 期 19,946 2,398 12.0 69,553.53 

(注) １．期末発行済株式数 18年3月中間期 116,444株 17年3月中間期 1,549株 17年9月期 34,480株 

   ２．期末自己株式数  18年3月中間期 －株 17年3月中間期 －株 17年9月期 －株 

２．18年９月期の業績予想（平成17年10月１日～平成18年9月30日） 

１株当たり年間配当金 
 売 上 高 経常利益 当期純利益 

期 末  

 百万円 百万円 百万円 円  銭 円  銭 

通 期 10,214 2,708 1,489 2,700 00 2,700 00 

(参考) １株当たり予想当期純利益（通期）13,419円10銭（※期中平均株式数を111,026株として算定しております。） 
※ 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6ページを参照して下さい。

－  － 
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６．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17年３月31日) 

当中間会計期間末 
(平成18年３月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成17年９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   2,146,472 8,302,337  3,114,702

2. 営業未収入金   545,979 36,525  29,858

3. たな卸資産 ※１  10,553,166 23,297,596  13,308,384

4. その他   231,026 512,395  361,967

貸倒引当金   △1,933 △127  △466

流動資産合計   13,474,712 79.3 32,148,726 89.1  16,814,446 84.3

Ⅱ 固定資産    

1. 有形固定資産 ※２   

(1) 建物 ※１ 894,155 821,772   836,728   

(2) 土地 ※１ 1,077,876 1,042,437   1,042,837   

(3) その他  22,990 18,674   20,194   

有形固定資産合計   1,995,021 11.7 1,882,884 5.2  1,899,360 9.5

2. 無形固定資産   318,920 1.9 322,524 0.9  320,115 1.6

3. 投資その他の資産   1,202,410 7.1 1,730,651 4.8  912,468 4.6

固定資産合計   3,516,352 20.7 3,936,060 10.9  3,131,945 15.7

資産合計   16,991,065 100.0 36,084,787 100.0  19,946,391 100.0

      

－  － 
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前中間会計期間末 
(平成17年３月31日) 

当中間会計期間末 
(平成18年３月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成17年９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．営業未払金   730,861 83,872  12,286

2．短期借入金 ※１  1,000,000 5,237,000  1,668,000

3．１年以内返済予定長期 
借入金 

※１  517,438 2,321,474   755,669  

4．１年以内償還予定社債 ※１  297,000 725,000   297,000  

5．未払法人税等   393,335 295,313   348,297  

6．賞与引当金   9,036 11,933   12,130  

7．その他 ※３  407,369 703,049   486,371  

流動負債合計   3,355,041 19.7 9,377,642 26.0  3,579,755 17.9

Ⅱ 固定負債    

1．社債 ※１  1,763,000 2,138,000  1,684,500

2．長期借入金 ※１  9,752,351 15,370,905  11,324,498

3．退職給付引当金   5,394 7,279  6,292

4．受入敷金保証金   801,369 1,209,233   947,446  

5．その他   8,003 2,829   5,691  

固定負債合計   12,330,119 72.6 18,728,249 51.9  13,968,430 70.1

負債合計   15,685,161 92.3 28,105,891 77.9  17,548,185 88.0

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   114,700 0.7 3,193,614 8.8  516,325 2.6

Ⅱ 資本剰余金    

1. 資本準備金  66,200 3,323,601 3,323,601 9.2 646,325 646,325 3.2

資本剰余金合計   66,200 0.4  

Ⅲ 利益剰余金    

1. 利益準備金  5,000 5,000   5,000   

2．任意積立金  675,000 1,075,000   675,000   

3. 中間(当期)未処分利益  445,003 381,679   555,555   

利益剰余金合計   1,125,003 6.6 1,461,679 4.1  1,235,555 6.2

資本合計   1,305,903 7.7 7,978,895 22.1  2,398,205 12.0

負債及び資本合計   16,991,065 100.0 36,084,787 100.0  19,946,391 100.0

      

－  － 
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(2）中間損益計算書 

  
前中間会計期間 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９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   3,930,654 100.0 3,507,691 100.0  5,832,429 100.0

Ⅱ 売上原価   2,710,222 69.0 2,203,986 62.8  3,905,449 67.0

売上総利益   1,220,432 31.0 1,303,704 37.2  1,926,980 33.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費   289,711 7.3 364,223 10.4  622,339 10.7

営業利益   930,720 23.7 939,481 26.8  1,304,640 22.3

Ⅳ 営業外収益 ※１  4,946 0.1 4,951 0.1  7,861 0.1

Ⅴ 営業外費用 ※２  144,687 3.7 333,339 9.5  364,229 6.1

経常利益   790,979 20.1 611,093 17.4  948,272 16.3

Ⅵ 特別利益   － － 338 0.0  1,539 0.0

Ⅶ 特別損失   220 0.0 － －  573 0.0

税引前中間（当期） 
純利益 

  790,759 20.1 611,432 17.4  949,238 16.3

法人税、住民税及び 
事業税 

 387,914 283,817   435,049   

法人税等調整額  △16,348 371,566 9.4 1,499 285,316 8.1 △15,555 419,493 7.2

中間（当期）純利益   419,192 10.7 326,115 9.3  529,744 9.1

前期繰越利益   25,811 55,563   25,811

中間（当期）未処分 
利益   445,003  381,679   555,555

       

 

－  － 
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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10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９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 満期保有目的債券 ① 満期保有目的債券 ① 満期保有目的債券 

 償却原価法 同 左 同 左 

 ② 子会社株式 ② 子会社株式 ② 子会社株式 

 移動平均法による原価

法 

同 左 同 左 

 ③ その他有価証券 ③ その他有価証券 ③ その他有価証券 

 時価の無いもの 時価の無いもの 時価の無いもの 

 移動平均法による原

価法 

同 左 

 

 なお、投資事業有限責任

組合及びこれに類する組合

への出資(証券取引法第２条

第２項により有価証券とみ

なされるもの)については、

匿名組合の財産の持分相当

額を「投資有価証券」とし

て計上しております。匿名

組合への出資時に「投資有

価証券」を計上し、匿名組

合の営業により獲得した損

益の持分相当額について

は、「営業損益」に計上す

るとともに同額を「投資有

価証券」に加減し、営業者

からの出資金（営業により

獲得した損益の持分相当額

を含む）の払い戻しについ

ては、「投資有価証券」を

減額しております。 

同 左 

 (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 同 左 

 (3）たな卸資産 (3）たな卸資産 (2）たな卸資産 

 販売用不動産、仕掛販売

用不動産及び建築事業等

支出金 

販売用不動産、仕掛販売

用不動産及び建築事業等

支出金 

販売用不動産、仕掛販売

用不動産及び建築事業等

支出金 

 個別法による原価法 個別法による原価法 同 左 

－  － 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

(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。 同 左 同 左 

  但し、平成10年４月１日

以降取得した建物(建物付属

設備を除く)については、定

額法によっております。な

お、耐用年数及び残存価額

については法人税法に規定

する方法と同一の基準に

よっております。 

  

 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

 自社利用ソフトウェア 自社利用ソフトウェア 自社利用ソフトウェア 

  社内における利用可能期

間（５年）に基づく定額法 

同 左 同 左 

 (3）長期前払費用 (3）長期前払費用 (3）長期前払費用 

 定額法 同 左 同 左 

(1）新株発行費 (1）新株発行費 (1）新株発行費 ３．繰延資産の処理方法 

 支出時に全額費用として

処理しております。 

同 左 同 左 

 (2）社債発行費 (2）社債発行費 (2）社債発行費 

  支出時に全額費用として

処理しております。 

同 左 同 左 

(1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 ４．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）賞与引当金 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 

  従業員に対する賞与の支

給に備えるため、賞与支給

見込額の当中間会計期間負

担額を計上しております。 

同 左  従業員に対する賞与の支

給に備えるため、賞与支給

見込額の当期負担額を計上

しております。 

 (3）退職給付引当金 (3）退職給付引当金 (3）退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備え

るため、当期末における退

職給付債務の見込額に基づ

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。 

同 左  従業員の退職給付に備え

るため、当期末における退

職給付債務の見込額に基づ

き計上しております。 

－  － 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

(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 ５．ヘッジ会計の方法 

 金利スワップの特例処理

の要件を満たすものについ

ては、特例処理を採用して

おります。 

同 左 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…金利スワッ

プ 

ヘッジ手段…金利スワッ

プ及び金利キャップ 

ヘッジ手段…金利スワッ

プ 

 ヘッジ対象…借入金 ヘッジ対象…同 左 ヘッジ対象…同 左 

 (3）ヘッジ方針 (3）ヘッジ方針 (3）ヘッジ方針 

  金利リスク低減のため、

対象債務の範囲内でヘッジ

を行っております。 

同 左 同 左 

 (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 

  金利スワップの特例処理

の要件を満たしている場合

は、有効性の判定を省略し

ております。 

同 左 同 左 

① 消費税等の会計処理  消費税等の会計処理  消費税等の会計処理 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 

 税抜方式によっておりま

す。控除対象外消費税等に

ついては、販売費及び一般

管理費に計上しておりま

す。 

 なお、固定資産に係る控

除対象外消費税等は長期前

払費用に計上し、５年間で

均等償却しております。 

同 左 同 左 

 ② 匿名組合出資金の会計処理   

  当社は匿名組合出資を

行っており、匿名組合の財

産の持分相当額を「投資有

価証券」として計上してお

ります。匿名組合の営業に

より獲得した損益の持分相

当額については、営業損益

に計上するとともに同額を

「投資有価証券」に加減

し、営業者からの出資金

（営業により獲得した損益

の持分相当額を含む）の払

戻しについては、「投資有

価証券」を減額しておりま

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10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９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」（企業会計審議会 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。 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

──────  当事業年度から、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」（企業会計審議会 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。 

 これによる損益に与える影響はありま

せん。 

 

追加情報 

前中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

（外形標準課税）  （外形標準課税） 

 実務対応報告第12号「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」（企業会計基準委員

会 平成16年2月13日）が公表されたことに伴

い、当事業年度から、同実務対応報告に基づ

き、法人事業税の付加価値割及び資本割9,681

千円を販売費及び一般管理費として処理して

おります。 

──────  実務対応報告第12号「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」（企業会計基

準委員会 平成16年２月13日）が公表され

たことに伴い、当中間会計期間から同実務

対応報告に基づき、法人事業税の付加価値

割及び資本割5,420千円を販売費及び一般管

理費として処理しております。 
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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17年３月31日） 

当中間会計期間末 前事業年度末 

（平成17年９月30日） （平成18年３月31日） 

※１．担保に供している資産 ※１．担保に供している資産 ※１．担保に供している資産 
 
たな卸資産 10,026,572千円

建物 521,376千円

土地 1,077,876千円

合計 11,625,825千円
  

   
たな卸資産 20,561,643千円

建物 786,583千円

土地 1,042,437千円

合計 22,390,664千円
 

   
たな卸資産 12,874,525

建物 487,314

土地 1,042,437

合計 14,404,277
 

（上記に対応する債務） （上記に対応する債務） （上記に対応する債務） 
 
短期借入金 450,000千円 

１年以内返済予定

長期借入金 482,734千円 

長期借入金 9,686,689千円 

合計 10,619,424千円 
  

   
短期借入金 3,459,000千円

１年以内返済予定

長期借入金 636,474千円

長期借入金 15,295,905千円

１年以内償還予定

社債 111,000千円

社債 1,184,000千円

合計 20,686,379千円
 

   
短期借入金 1,194,000

１年以内返済予定

長期借入金 605,669

長期借入金 11,174,498

合計 12,974,168
 

※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 
 

111,382千円
  

 
152,912千円

  

 
130,992千円

  
※３．消費税等の取扱い ※３．消費税等の取扱い ※３． 

 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、流動負債の「その他」に含めて表

示しております。 

同 左 ────── 

４．保証債務 ４． ４． 

 関係会社の債務につき、次のとおり

保証しております。 

────── ────── 

 
被保証者 株式会社インタープラネット 

保証金額 129,000千円 

被保証債務の 

内容 

賃貸不動産取得のための借入

金 
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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10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９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 138千円 
  

 
受取利息 144千円

デリバティブ評価益 2,862千円
  

 
受取利息 168千円

受取配当金 1,315千円
  

※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 102,111千円 

社債発行費 11,855千円 

調達手数料 16,312千円 
  

 
支払利息 172,725千円

新株発行費 27,048千円

社債発行費 25,481千円

調達手数料 87,856千円
  

 
支払利息 230,773千円

新株発行費 16,748千円

社債発行費 11,855千円

調達手数料 64,654千円
  

３．減価償却実施額 ３．減価償却実施額 ３．減価償却実施額 
 

有形固定資産 23,776千円 

無形固定資産 154千円 
  

 
有形固定資産 21,919千円

無形固定資産 350千円
  

 
有形固定資産 47,025千円

無形固定資産 459千円
  

 

（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９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 

 リース取引の内容の重要性が乏しく、か

つ、契約１件当たりの金額が少額であるた

め、中間財務諸表等規則第５条の３の規定に

従い、記載を省略しております。 

同 左  リース取引の内容の重要性が乏しく、か

つ、契約１件当たりの金額が少額であるた

め、財務諸表等規則第８条の６第６項の規定

に従い、記載を省略しております。 

 

（有価証券関係） 

 前中間会計期間（自 平成16年10月１日 至 平成17年３月31日）、当中間会計期間（自 平成17年10月１

日 至 平成18年３月31日）及び前事業年度（自 平成16年10月１日 至 平成17年９月30日）において子会

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10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

 

１株当たり純資産額 843,062.48円 

１株当たり中間純利益金額 272,734.31円 

  

 

１株当たり純資産額 68,521.31円 

１株当たり中間純利益金額 3,089.68円 

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額 
2,990.00円 

  

 

１株当たり純資産額 69,553.53円 

１株当たり当期純利益金額 16,828.50円 

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益金額 
16,710.13円 

  
 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、新株予約権の残高はあり

ますが、当社株式は非上場であり、かつ店頭

登録もしておらず、期中平均株価の把握がで

きないため記載しておりません。 

 当社は、平成17年５月６日付で株式１株に

つき20株の株式分割を、また、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。 

 これらの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。 

１株当たり純資産額 14,051.04 

１株当たり中間純利益金額 4,545.57 

 なお、前中間会計期間の潜在株式調整後１

株当たり中間純利益金額については、新株引

受権及び新株予約権の残高はありますが、当

社株式は非上場であり、かつ店頭登録もして

おらず、期中平均株価の把握ができないため

記載しておりません。 

 また、平成17年11月18日付の株式分割が前

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。 

１株当たり純資産額 23,184.51 

１株当たり当期純利益金額 5,609.50 

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額 
5,570.04 

 

 当社は、平成17年５月６日付で株式１株に

つき20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

仮定した場合の前連結会計年度における１株

当たり情報については、以下のとおりとなり

ます。 

１株当たり純資産額 29,425.07円 

１株当たり当期純利益金額 10,620.60円 

 なお、前事業年度の潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額については、新株引受権

及び新株予約権の残高はありますが、当社株

式は非上場であり、かつ店頭登録もしておら

ず、期中平均株価の把握ができないため記載

しておりません。 

  

－  － 

 

40

 



 

（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10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） 419,192 326,115 529,744 

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（千円） 419,192 326,115 529,744 

期中平均株式数（株） 1,537 105,550 31,479 

    

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益金額 

   

中間（当期）純利益調整額（千円） － － － 

普通株式増加数（株） － 3,519 223 

（うち新株予約権） － (3,519) (223) 

 希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株当たり当期純利益の算定

に含めなかった潜在株式の概要 

 新株予約権の数   72個 

― ― 
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（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

（株式の分割） 

 平成17年9月13日開催の当社取締役会決議

により、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11月18日付けで、普通株式1

株につき3株の割合をもって分割する。 

（1）分割により増加する株式数 

普通株式   68,960株 

（2）分割方法 

 平成17年９月30日 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1株につき3株の割合をもって分割す

る。 

２．配当起算日 

平成17年10月1日 

 当該株式分割（平成17年５月６日付け

の株式分割も含む）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

当たり情報並びに当期首に行われたと仮

定した場合の当事業年度における1株当た

り情報は、それぞれ以下のとおりとなり

ます。 

（株式の分割） 

 当社は、平成17年４月12日開催の取締役会

決議により、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５月６日付けで、普通株式１株

につき20株の割合をもって分割する。 

(1）分割により増加する株式数 

普通株式   29,431株 

(2）分割方法 

 平成17年５月６日 終の株主名簿に記載さ

れた株主の所有株式数を、１株につき20株の

割合をもって分割する。 

２．配当起算日 

平成17年４月１日 

 当該株式分割が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、以下のとおりとなります。 

１株当たり純資産額          42,153.12円 

１株当たり中間純利益金額    13,636.72円 

 

 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、新株予約権の残高はあり

ますが、当社株式は非上場であり、期中平均

株価の把握ができないため記載しておりませ

ん。 

（新株予約権の発行） 

 平成17年12月20日開催の当社定時株主

総会及び平成18年４月14日開催の取締役

会決議に基づき、次のようにストックオ

プションを目的とする新株予約権を発行

いたしました。 

新株予約権の発行日 平成18年４月14日

新株予約権の数 4,000個 

新株予約権の目的とな

る株式の種類 
普通株式 

新株予約権の目的とな

る株式の数 
4,000株 

新株予約権行使時の１

株当たり払込金額 
440,190円 

新株予約権を行使す

ることができる期間 

平成19年12月21

日から平成24年

12月20日まで 

(注）新株予約権の行使時の１株当たりの

払込金額は、新株予約権を発行する日の

属する月の前月の各日のジャスダック証

券取引所における当社普通株式の普通取

引の終値の平均値に1.05を乗じた金額を

適用して決定したものです。 

 

前事業年度 当事業年度 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額

9,808.36円 23,184.51円

１株当たり当期純利

益金額 

１株当たり当期純利

益金額 

3,540.20円 5,609.50円

 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、新株引受権及び

新株予約権の残高は

ありますが、当社株

式は非上場であり、

かつ店頭登録もして

おらず、期中平均株

価の把握ができない

ため記載しておりま

せん。 

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金

額 

5,570.04円
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前中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

 

 （ストック・オプション（新株予約権）の付

与） 

 当社は、当社の役員及び従業員の業務向上

に対する意欲や士気を一層高めるとともに、

優秀な人材を確保することを狙いとして、商

法第280条ノ20及び商法第280条ノ21の規定に

基づき、平成17年12月20日開催の当社定時株

主総会において、ストック・オプションの付

与を目的として、当社の役員及び従業員に対

し、無償で新株予約権を発行することを決議

しました。 

 当該ストック・オプション（新株予約権）

制度の概要は次のとおりであります。 

１．新株予約権の目的たる株式の種類および

数  当社普通株式4,000株を上限とする。

２．発行する新株予約権の総数 

 総数は4,000個とする。 

 なお、新株予約権１個当たりの目的たる株

式の数（以下、「付与株式数」という。）は

１株の割合で発行する。 

 ただし、新株予約権発行日以降に当社が株

式分割または株式併合を行う場合、各発行対

象者の１個当たりの新株予約権の行使により

発行される株式の数は、次の算式により調整

されるものとする。なお、かかる調整は、当

該時点においてその者が新株予約権を行使し

ていない目的たる株式の数についてのみ行わ

れ、調整の結果生じる１株未満の株式につい

ては、これを切り捨てるものとする。 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 

分割・併合の比率 

３．新株予約権の行使に際して払込みをなす

べき金額 

 各新株予約権の行使に際して払込みをなす

べき金額は、各新株予約権の行使により発行

または移転する株式1株当たりの払込金額

（以下、「行使価額」という。）に付与株式

数を乗じた金額とする。 行使価額は、発行

日の属する前の月の各日（取引が成立しない

日を除く）におけるジャスダック証券取引所

が公表する当社普通株式の普通取引の終値の

平均値（終値のない日を除く）における1.05

を乗じた金額（１円未満の端数は切り上

げ）、または、発行日の終値（取引が成立し

ない場合は、それに先立つ直近日の終値）の

いずれか高い金額とする。 
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前中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

  

 なお、以下の事由が生じた場合は、行使価

額をそれぞれ調整する。 

（1）当社が時価を下回る価額で当社普通株

式につき、新株を発行または当社が保有する

自己株式を移転する場合（新株予約権の行使

によるものを除く）は、次の算式により行使

価額を調整するものとする（１円未満の端数

は切り上げる）。 

     

   

新規発行

株式数 
×

１株当たり

の払込金額既発行 

株式数 
＋ 

新株発行前の株価調整後

行使価額
＝

調整前 

行使価額 
× 

既発行株式数＋新規発行株式数

 上記の算式において、「既発行株式数」と

は当社の発行済株式数から当社が保有する自

己株式を控除した数とし、当社が保有する自

己株式の移転を行う場合には、「新規発行株

式数」を「移転する自己株式数」に読み替え

るものとする。 

（2）当社が当社普通株式の分割または併合

を行う場合には、次の算式により行使価額を

調整するものとし、調整により生ずる１円未

満の端数は切り上げる。 

１ 
調整後行使

価額 
＝
調整前行使

価額 
×分割・併合の

比率 

４．新株予約権の行使期間 

平成19年12月21日より平成24年12月20日まで

５．新株予約権の行使の条件 

（1）権利行使時において当社の役員または

従業員の地位にあることを要する。 

（2）新株予約権者が死亡した場合は、相続

人がこれを行使することができる。 

（3）その他の権利行使条件については取締

役会において決定するものとする。 

  

６．新株予約権の消却事由および条件 

（1）当社が消滅会社となる合併または当社

が完全子会社となる株式交換もしくは株式移

転が行われるときは、本新株予約権を無償で

消却することができる。 

（2）当社は、新株予約権の付与を受けた者

が、５．（1）に規定する条件に該当しなく

なったときまたは５．（2）に至ったとき

は、本新株予約権を無償で消却することがで

きる。 

－  － 
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前中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

（3）当社は、いつでも、当社が取得し保有

する未行使の新株予約権を、無償にて消却す

ることができるものとする。 
  

７．新株予約権の譲渡制限 

 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承

認を要するものとする。 

 

－  － 
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