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平成１8年９月期   個別中間財務諸表の概要 平成18年5月17日 

上 場 会 社 名 株式会社アドバンスクリエイト 上場取引所 大阪証券取引所（ヘラクレス市場） 

コ ー ド 番 号 ８７９８ 本社所在都道府県 大阪府 

（ＵＲＬ http://www.advancecreate.co.jp） 

代 表 者  役職名 代 表 取 締 役 社 長 氏名 濱田佳治 

問合せ先責任者  役職名 執行役員経営管理本部長 氏名 下牧新八 ＴＥＬ (06)6204－1193 

決算取締役会開催日 平成18年５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 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                                     （百万円未満切捨） 

 営業収益 営業利益 経常利益 

 
18年３月中間期 
17年３月中間期 

百万円   ％ 

2,804  （ 81.7 ）  

1,543  （ 71.3 ） 

百万円   ％ 

    △ 155  （  － ）  

 △ 222  （  － ）  

百万円   ％ 

 △ 207  （  － ）  

 △ 236  （  － ）   

17年９月期     3,684  （ 52.5 ）  671  （ 47.0 ）  608  （ 49.7 ）   
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 

（当期）純利益 
 

 
18年３月中間期 
17年３月中間期 

百万円   ％ 

 △ 222  （  － ）  

 △ 166  （  － ）  

円   銭 

△ 2,094     11     

△ 1,728     00     

 

17年９月期  307  （ 43.8 ）  3,031     42      

(注)①期中平均株式数 18年３月中間期 106,045株  17年３月中間期 96,588株  17年９月期 101,280株 
②会計処理の方法の変更   有 
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 

 
18年３月中間期 
17年３月中間期 

円  銭 

０ ００  

０ ００  

円  銭 

――――― 

――――― 

17年９月期 ――――― １,０００ 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 

 
18年３月中間期 
17年３月中間期 

百万円 

6,982       

5,499    

百万円 

5,255       

4,972    

％ 

75.3   

90.4  

円   銭 

48,966      35   

47,718      90   

17年９月期 6,312    5,500    87.1  52,121   86  

(注)①期末発行済株式数 18年３月中間期  107,323株 17年３月中間期 104,202株 17年９月期  105,538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 
 営業収益 経常利益 当期純利益 

期 末  

 

通 期 

百万円 

7,100    

百万円 

750    

百万円 

330    

円    銭 

1,000  00 

円    銭 

1,000  00 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）3,074円83銭 

※上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日

現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 
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１．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  1,507,731   607,414   612,198   

２．売掛金  813,885   1,864,870   1,342,391   

３．繰延税金資産  137,337   151,697   59,730   

４．短期貸付金  292,146   460,871   222,958   

５．未収金  －   389,585   713,864   

６．その他 ※2 195,240  88,971  87,064  

流動資産合計   

 
 

2,946,340 53.6  

 
 

3,563,411 51.0  

 
 

3,038,208 48.1 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※1 168,841   238,888   237,669   

２．無形固定資産           

（1）営業権  160,192   98,155   129,045   

（2）広告実施権等  866,989   734,460   811,850   

（3）ソフトウェア  202,861   276,370   291,191   

（4）その他  2,343  3,196  3,063  

無形固定資産合計  1,232,387 

 
 
  1,112,183 

 
 
  1,235,150 

 
 
  

３．投資その他の資産           

（1）保険積立金  547,323   905,791   932,455   

（2）差入保証金  315,765   439,902   392,024   

（3）その他  242,770  285,640  257,657  

投資その他の資産
合計 

 1,105,859  1,631,335  1,582,138  

固定資産合計   

 
 
 
 
 

2,507,089 45.6  

 
 
 
 
 

2,982,406 42.7  

 
 
 
 
 

3,054,957 48.4 

Ⅲ 繰延資産           

１. 開発費  －   415,510   186,746   

２. その他  46,269   21,001   32,204   

  繰延資産合計   46,269 0.8  436,511 6.3  218,951 3.5 

資産合計   5,499,699 100.0  6,982,330 100.0  6,312,117 100.0 
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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．短期借入金  －   1,000,000   －   

２．未払金  －   301,320   182,879   

３．賞与引当金  78,095   120,430   73,801   

４．その他 ※2 245,390  157,218  378,532  

流動負債合計   

 
 

323,486 5.9  

 
 

1,578,968 22.6  

 
 

635,214 10.1 

Ⅱ 固定負債           

１．社債  80,000   80,000   80,000   

２．長期未払金  121,296   63,070   92,424   

３．退職給付引当金  2,512  5,075  3,642  

固定負債合計   

 
 

203,808 3.7  

 
 

148,145 2.1  

 
 

176,066 2.8 

負債合計   527,294 9.6  1,727,114 24.7  811,280 12.9 

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   2,526,696 45.9  2,606,870 37.4  2,560,898 40.6 

Ⅱ 資本剰余金           

1.資本準備金  2,458,085   676,229   2,478,222   

2.資本準備金減少差  
    益 

 －   1,837,997   －   

資本剰余金合計   2,458,085 44.7  2,514,227 36.0  2,478,222 39.2 

Ⅲ 利益剰余金           

1.利益準備金  4,694   －   4,694   

2.任意積立金  100,000   100,000   100,000   

3.中間(当期)未処分
利益又は中間未処理
損失(△) 

 △116,905   34,107   357,021   

利益剰余金合計   △12,211 △0.2  134,107 1.9  461,715 7.3 

Ⅳ  その他有価証券
評価差額金 

  △166 △0.0  10 0.0  － － 

資本合計   4,972,404 90.4  5,255,215 75.3  5,500,836 87.1 

負債・資本合計   5,499,699 100.0  6,982,330 100.0  6,312,117 100.0 
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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   1,543,579 100.0  2,804,582 100.0  3,684,726 100.0 

Ⅱ 営業費用   1,766,109 114.4  2,959,726 105.5  3,013,109 81.8 

営業利益又は営業損
失(△) 

  △222,529 △14.4  △155,144 △5.5  671,616 18.2 

Ⅲ 営業外収益 ※１  6,023 0.4  11,518 0.4  20,278 0.6 

Ⅳ 営業外費用 ※２  20,310 1.3  63,474 2.3  82,941 2.3 

経常利益又は経常損
失(△) 

  △236,816 △15.3  △207,101 △7.4  608,953 16.5 

Ⅴ 特別利益   － －  － －  － － 

Ⅵ 特別損失 ※4､5  760 0.1  63,080 2.2  26,552 0.7 

税引前中間純損失
（△）又は税引前当
期純利益 

  △237,576 △15.4  △270,181 △9.6  582,401 15.8 

法人税、住民税及び
事業税 

 25,230   60,307   294,577   

法人税等調整額  △95,903 △70,672 △4.6 △108,419 △48,111 △1.7 △19,199 275,378 7.5 

中間純損失（△）又
は当期純利益 

  △166,904 △10.8  △222,070 △7.9  307,022 8.3 

前期繰越利益        

利益準備金取崩額   

49,998 
 
 

－   

251,483 
 
 

4,694   

49,998 
 
 

－  

中間(当期)未処分利
益又は中間未処理損
失（△） 

  △116,905   34,107   357,021  
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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．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

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 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

(1）有価証券 

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､売却原価は主

として移動平均法により

算定) 

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。 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

 

 

 

 

 

時価のないもの 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

─── 

 

 

 

 

 

時価のないもの 

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。 

建物及び構築物     

３年～15年 

工具器具備品 

 ３年～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 

営業権については商法施行

規則により、５年で均等償

却、その他については定額

法を採用しております。 

営業権以外の資産の主な耐

用年数は以下のとおりであ

ります。 

  広告実施権等   10年 

 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．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

売掛金、貸付金等の貸倒れに

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

より、貸倒懸念債権及び破産

更生債権等、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。 

(1）貸倒引当金 

同左 

(1）貸倒引当金 

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） 

 (2）賞与引当金 

従業員の賞与金の支払に備え

て、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。 

(2）賞与引当金 

同左 

(2）賞与引当金 

従業員の賞与金の支払に備え

て、賞与支給見込額の当期負

担額を計上しております。 

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 

 税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 

中間財務諸表作成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」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 

企業会計基準摘用指針第6号）を適用

しております。 

 これにより税引前中間純損失が

23,750千円増加しております。 

 

（開発費の計上） 

 当社は、従来、市場の開発等に

特別に支出した費用については、

費用処理しておりましたが、当事

業年度より「開発費」として資産

計上し、商法施行規則に定める5年

間で均等償却する方法に変更して

おります。 

 この変更は、当社は来期も大幅

な店舗展開等を計画しており、か

つ、市場開発等のために特別に支

出した費用も増大しているため、

費用収益をより適正に対応させ、

期間損益のより適正化を図るため

に行ったものであります。 

 この変更により、開発費186,746

千円を繰延資産に計上し、開発費

償却46,686千円を営業外費用に計

上しております。この結果、前事

業年度と同一の基準によった場合

に比べ、営業利益は233,432千円増

加し、経常利益及び税引前当期純

利益は186,746千円増加しておりま

す。 

 なお、上記基準への変更につき

ましては、来期も大幅な店舗展開

等を行うことを下期に正式決定し

たことから下期より行っており、

中間・年度の首尾一貫性を欠くこ

とになりました。したがって、当

中間会計期間は従来の基準によっ

ており、当事業年度と同一の基準

によった場合と比べ、中間損益計

算書の営業利益は142,627千円、経

常利益及び税引前当期純利益は

114,101千円それぞれ少なく計上さ

れております。 
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表示方法の変更 

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） 

（中間貸借対照表） 

「差入保証金」は、前中間会計期間まで、投資その他の

資産の「その他」に含めて表示していましたが、当中間

会計期間末において資産の総額の100分の5を超えたため

区分掲記いたしました。なお、前中間会計期間末の「差

入保証金」の金額は97,043千円であります。 

 

───── 

 

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） 

（外形標準課税） 

 「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

後に開始する事業年度より「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に計上しておりま

す。 

 この結果、販売費及び一般管理費が7,000千円増加

し、営業損失、経常損失及び税引前中間純損失が、

7,000千円増加しております。 

(開発費) 

従来､市場の開発等に特別に支出した費用については､

費用処理しておりましたが､前事業年度下期より5年間で

均等償却する方法に変更しております｡ 

なお､前中間会計期間は変更後の方法によった場合に比

べ､中間損益計算書の営業利益は､142,627千円､経常利益

及び税引前当期純利益は114,101千円それぞれ少なく計上

されております｡ 

 

 

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 
（平成18年３月31日） 

前事業年度末 
（平成17年９月30日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

40,495千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

91,608千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

64,808千円 

※２．消費税等の取扱い 

仮受消費税等と仮払消費税等は相殺

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。 

※２．消費税等の取扱い 

仮受消費税等と仮払消費税等は相殺

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。 

※２．消費税等の取扱い 

───── 
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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） 

前事業年度末 
（平成17年９月30日） 

３．当社においては、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行７行と当座

貸越契約を締結しております。この

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 

３．当社においては、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行７行と当座

貸越契約を締結しております。この

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。 

３．当社においては、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行７行と当座

貸越契約を締結しております。この

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 1,600,000千円 

借入実行残高 ― 千円 

差引額 1,600,000千円 

 
当座貸越極度額 3,060,000千円 

借入実行残高 1,000,000千円 

差引額 2,060,000千円 

  

 
当座貸越極度額 2,000,000千円 

借入実行残高 ―  千円 

差引額 2,000,000千円 

  

 

（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 69千円

雑収入 3,619千円

業務受託手数料 2,335千円
  

 
受取利息 2,549千円

雑収入 6,570千円

業務受託手数料 2,398千円
  

 
受取利息 3,071千円

雑収入 8,795千円

業務受託手数料 5,554千円
  

※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 
 

社債利息 220千円

支払利息 5,260千円

投資事業組合運用損 3,882千円

新株発行費償却 10,054千円
  

 
社債利息 224千円

支払利息 4,735千円

投資事業組合運用損 1,062千円

新株発行費償却 

開発費償却 

12,159千円

44,953千円
  

 
社債利息 444千円

支払利息 8,031千円

新株発行費償却 

開発費償却 

24,186千円

46,686千円
  

３ 減価償却実施額 ３ 減価償却実施額  ３ 減価償却実施額 
                 
※４  

 ───── 
   

※５ 

───── 
   

有形固定資産 19,643千円

無形固定資産 116,484千円

 
有形固定資産 28,752千円

無形固定資産 138,118千円
  

 

※４ 特別損失のうち主要なもの 

   減損損失        23,750千円 

   保険積立金解約損    20,253千円 

※５ 減損損失 

当中間会計期間において当社は､以下の 

資産について減損損失を計上いたしま

した｡ 

 
 

種類 減損損失 

無形固定資産 

広告実施権等 

 

23,750千円 

営業活動から生ずる損益が継続して

マイナスである資産グループについて､

帳簿価額を回収可能額まで減額し､上記

の損失を特別損失に計上いたしました｡ 
   

 
有形固定資産 44,113千円

無形固定資産 236,252千円
  

 

※４ 
 

───── 

 

※５ 

───── 
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（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） 

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、減損損失累計額相当

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) 

車両運搬具 24,762 5,471 19,291 

工具器具備品 223,413 69,769 153,643 

ソフトウェア 10,350 7,965 2,385 

合計 258,526 83,206 175,320 

  

 

 

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) 

車両運搬具 26,515 12,801 13,714 

工具器具備品 395,826 126,970 268,856 

ソフトウェア 18,130 2,186 15,943 

（有形固定資
産）その他 

189,590 19,907 169,682 

合計 630,062 161,864 468,197 

  

 

 

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) 

車両運搬具 25,565 9,329 16,235 

工具器具備品 303,294 95,793 207,501 

ソフトウェア 16,050 9,095 6,955 

（有形固定資
産）その他 

127,898 7,801 120,097 

合計 472,809 122,019 350,789 

  
(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等 

  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 54,212千円

１年超 132,656千円

合計 186,868千円

 
１年内 110,957千円

１年超 369,410千円

合計 480,367千円
  

 
１年内 86,989千円

１年超 275,009千円

合計 361,999千円
  

(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、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額及び支払利

息相当額及び減損損失 

(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 26,042千円 

減価償却費相当額 24,338千円 

支払利息相当額 2,278千円 

 
支払リース料 59,179千円

減価償却費相当額 54,526千円

支払利息相当額 6,388千円
  

 
支払リース料 67,284千円

減価償却費相当額 62,733千円

支払利息相当額 6,658千円
  

(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. オペレーティング・リース取引 

────── 

 

 

 

 

２. オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はありま

せん。 

１年内 18,182千円

１年超 11,616千円

合計 29,798千円

２. オペレーティング・リース取引 

────── 

 

 

 



 

－  － 
 

 

 

36 

（有価証券関係） 

 前中間会計期間末（平成17年３月31日現在）、当中間会計期間末（平成18年３月31日現在）および前事業会

計年度末（平成17年９月30日現在）の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｡ 

中間連結財務諸表における注記事項として記載しております。 

 

（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 47,718円90銭

１株当たり中間純損失 1,728円00銭

潜在株式調整後１株当
たり中間純利益金額 

－ 

  

  
１株当たり純資産額 48,966円35銭

１株当たり中間純損失 2,094円11銭

潜在株式調整後１株当
たり中間純利益金額 

－ 

  

  
１株当たり純資産額 52,121円86銭 

１株当たり当期純利益 3,031円42銭 

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益金額 

2,829円62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、ストックオ

プション制度導入に伴う新株予約権等

の残高がありますが、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。 
当社は､ 平成16年11月22日付けで

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1株当たり情

報については、以下のとおりになり

ます。 

前中間会計期間 前事業年度 

1株当たり純資

産額 

   5,900円97銭 

1株当たり中間

純損失額 

   1,740円30銭 

1株当たり純資

産額 

   28,534円67銭 

1株当たり当期純

利益金額 

2,472円40銭  

潜在株式調整後1

株当たり当期純利

益金額       

2,239円54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、ストックオ

プション制度導入に伴う新株予約権等

の残高がありますが、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。 

 

当社は、平成16年11月22日付で普

通株式1株を2株に株式分割しており

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、

以下のとおりになります。 

 1株当たり純資産額 28,534円67銭 

 1株当たり当期純利益金額 

2,472円40銭 

潜在株式調整後1株当たり当期純利

益金額       2,239円54銭 

 （注） １株当たり中間純損失金額、１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の

算定上の基礎は、以下のとおりであります。 
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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) 

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益又は純損失
(△)（千円） 

△166,904 △222,070 307,022 

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
益又は純損失(△)（千円） 

△166,904 △222,070 307,022 

期中平均株式数（株） 96,588 106,045 101,280 

潜在株式調整後１株当たり中間
(当期)純利益金額 

   

当期純利益調整額（千円） － － － 

普通株式増加数（株） － － 7,223 

（うち新株予約権） － － （7,223） 

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株当たり中間（当期）純

利益の算定に含めなかった潜在株式

の概要 

①平成13年12月21日定時株

主総会決議によるストッ

クオプション 

（株式の数1,456株） 

①平成13年12月21日定時

株主総会決議によるス

トックオプション 

（株式の数817株） 

 

────── 

 ②平成14年12月20日定時

株主総会決議、平成15

年1月31日取締役会決議

によるストックオプ

ション 

（株式の数4,964株） 

②平成14年12月20日定時

株主総会決議、平成15

年1月31日取締役会決

議によるストックオプ

ション 

（株式の数3,022株） 

 

 ③平成14年12月20日定時

株主総会決議、平成15

年11月19日取締役会決

議によるストックオプ

ション 

（株式の数864株） 

③平成14年12月20日定時

株主総会決議、平成15

年11月19日取締役会決

議によるストックオプ

ション 

（株式の数388株） 

 

 ④平成15年12月19日定時

株主総会決議、平成16

年1月27日取締役会決議

によるストックオプ

ション 

（株式の数374株） 

 ⑤平成15年12月19日定時

株主総会決議、平成16

年9月21日取締役会決議

によるストックオプ

ション 

  （株式の数584株） 

④平成15年12月19日定時

株主総会決議、平成16

年1月27日取締役会決

議によるストックオプ

ション 

（株式の数284株） 

 ⑤平成15年12月19日定時

株主総会決議、平成16

年9月21日取締役会決

議によるストックオプ

ション 

（株式の数504株） 

 

  ⑥平成16年12月22日定時

株主総会決議、平成17

年12月14日取締役会決

議によるストックオプ

ション 

 （株式の数5,000株） 
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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） 

 

 

────── 

 平成18年5年11日付けにて66.6%出資

連結対象子会社を設立しました｡ 

 

会社名   株式会社ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ ｲﾝｼｭｱﾗﾝｽ 

                 ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 

 

資本の額  100,000千円 

 

決算期    9月30日 

 

事業内容  損害保険会社の設立準備 

           保険業免許取得を目的と 

           した「準備会社」であり 

           その為に必要な手続きを 

           行い、認可取得後は、こ 

           の会社が母体となり新損   

           害保険会社として発足し 

      ます｡ 

平成16年12月22日開催の当社第9回定
時株主総会で決議した商法第280条ノ
20及び第280条ノ21の規定に基づくス
トックオプションとしての新株予約
権の発行について、平成17年12月14
日開催の取締役会において具体的な
内容を決議し、次のとおり発行いた
しました。 
（1）新株予約権の発行日 

平成17年12月14日 
 （2）新株予約権の発行数 

5,000個 
 （3）新株予約権の発行価格 

無償 
 （4）新株予約権の目的となる株式

の種類及び数 
当社普通株式    5,000株 

  
（5）新株予約権の行使に際して払

い込むべき金額 
     1株当たり   351,000円 
（6）新株予約権の行使期間 
   平成17年12月14日から平成22

年12月31日まで 
（7）新株予約権の行使により株券

を発行する場合の当該株券の
発行価格のうちの資本組入額 

175,500円 
（8）新株予約権の割当を受けた者

及び数 
   当社取締役、監査役、執行役

員及び従業員     23名 
   当社完全子会社取締役及び従 

業員                2名 
 

    

 

 

 




