
 

 
平成１８年１０月期      個別中間財務諸表の概要       平成１８年６月９日 

上場会社名 株式会社ビジネストラスト     上場取引所（所属部） 大阪証券取引所（ヘラクレス） 

コード番号 ４２８９             本社所在都道府県   東京都 

（URL http://www.b-trust.co.jp） 

代  表  者     代表取締役社長       吉 木 伸 彦 

問合せ先責任者     取締役マネジメント本部長  鬼 形 貴 之   TEL （03）5366－9222 

決算取締役会開催日 平成 18 年 6 月 9 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 18 年 4 月中間期の業績（平成 17 年 11 月 1 日～平成 18 年 4 月 30 日） 

(1) 経営成績             （注）記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。 

 売上高 営業利益 経常利益 

 

18 年 4 月中間期 

17 年 4 月中間期 

百万円   %

218   （△0.3）

218     （4.5）

百万円   %

5    （－）

△7     （－）

百万円   %

27   （863.8）

3   （△87.0）

17 年 10 月期 405         △36       △19       

 

 
中間（当期）純利益 

１株当たり中間 

（当期）純利益 

 

 

18 年 4 月中間期 

17 年 4 月中間期 

百万円   %

11    （－）

1      （－）

円   銭

  368        51

33        11

17 年 10 月期  △16       △583    69

（注）①期中平均株式数 18 年 4 月中間期 28,653 株 17 年 4 月中間期 27,512 株  17 年 10 月期 28,017 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 

       

(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 4 月中間期 

17 年 4 月中間期 

円  銭 

0  0  

0  0  

円  銭

－   

－   

17 年 10 月期 －        600  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 4 月中間期 

17 年 4 月中間期 

百万円 

1,966    

1,355    

百万円

1,165   

1,144   

% 

59.2   

84.4   

円 銭

40,495 00 

40,370 32 

17 年 10 月期 1,323    1,145   86.6   40,101 55 

（注）①期末発行済株式数 18 年 4 月中間期 28,768 株 17 年 4 月中間期 28,335 株 17 年 10 月期 28,558 株 

    ②期末自己株式数  18 年 4 月中間期   135 株 17 年 4 月中間期   260 株 17 年 10 月期   145 株 

      

2 18 年 10 月期の業績予想（平成 17 年 11 月 1 日～平成 18 年 10 月 31 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  

通 期 
百万円 

430    

百万円

 50    

百万円

 25    

円  銭 

600  00 

円  銭

600  00

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期）869 円 02 銭 
※業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、予想につきましては様々な不確

定要素が内在しておりますので、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合があります。 

http://www.b-trust.co.jp/


 【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17年４月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年４月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成17年10月31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   324,869 175,937  124,962

２ 受取手形   262 4,068  6,158

３ 売掛金   134,118 152,170  134,240

４ 有価証券   56,436 －  70,333

５ たな卸資産   5,224 5,422  1,865

６ その他   13,913 27,235  8,716

貸倒引当金   △435 △156  △441

流動資産合計   534,389 39.4 364,679 18.6  345,836 26.1

Ⅱ 固定資産    

(1) 有形固定資産 ※１   

１ 建物   98,884 －  97,378

２ 土地   182,791 182,791  182,791

３ その他   8,097 103,045  6,985

有形固定資産合計   289,774 21.4 285,837 14.5  287,155 21.7

(2) 無形固定資産    

１ ソフトウェア   103,301 70,129  109,148

２ その他   14,366 14,720  737

無形固定資産合計   117,667 8.7 84,849 4.3  109,885 8.3

(3) 投資その他の資産    

１ 投資有価証券   382,990 1,226,070  525,586

２ その他   29,778 4,470  54,614

投資その他の 
資産合計 

  412,768 30.5 1,230,540 62.6  580,200 43.9

固定資産合計   820,210 60.6 1,601,227 81.4  977,241 73.9

資産合計   1,354,600 100.0 1,965,907 100.0  1,323,078 100.0
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前中間会計期間末 

(平成17年４月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年４月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成17年10月31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   29,256 16,233  13,175

２ 短期借入金   － 250,000  －

３ 未払法人税等   2,715 9,374  13,972

４ 前受収益   76,369 85,282  68,312

５ その他   47,942 52,968  47,173

流動負債合計   156,283 11.6 413,858 21.1  142,634 10.8

Ⅱ 固定負債    

１ 引当金   5,631 6,057  5,872

２ 長期借入金   － 350,000  －

３ その他   48,793 31,030  29,351

固定負債合計   54,424 4.0 387,088 19.7  35,223 2.6

負債合計   210,707 15.6 800,946 40.8  177,858 13.4

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   569,484 42.0 586,085 29.8  574,340 43.4

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  162,584 179,185 167,440 

２ その他資本剰余金  345,866 346,667 346,603 

資本剰余金合計   508,450 37.5 525,852 26.7  514,043 38.9

Ⅲ 利益剰余金    

１ 任意積立金  75,010 42,940 75,010 

２ 中間未処分利益又は 
当期未処理損失(△) 

 5,819 14,050 △11,444 

利益剰余金合計   80,830 6.0 56,990 2.9  63,566 4.8

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  △6,712 △0.5 269 0.0  △2,178 △0.2

Ⅴ 自己株式   △8,160 △0.6 △4,237 △0.2  △4,551 △0.3

資本合計   1,143,892 84.4 1,164,960 59.2  1,145,220 86.6

負債及び資本合計   1,354,600 100.0 1,965,907 100.0  1,323,078 100.0

    
  

― 3 ― 



② 【中間損益計算書】 

  
前中間会計期間 

(自 平成16年11月１日 
至 平成17年４月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31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   218,318 100.0 217,604 100.0  405,032 100.0

Ⅱ 売上原価   114,426 52.4 99,108 45.5  219,612 54.2

売上総利益   103,891 47.6 118,496 54.5  185,420 45.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費   111,042 50.9 113,933 52.4  221,886 54.8

営業利益又は 
営業損失（△） 

  △7,151 △3.3 4,562 2.1  △36,465 △9.0

Ⅳ 営業外収益 ※１  15,513 7.1 30,987 14.2  24,735 6.1

Ⅴ 営業外費用 ※２  5,602 2.5 8,956 4.1  7,514 1.9

経常利益又は 
経常損失（△） 

  2,759 1.3 26,594 12.2  △19,244 △4.8

Ⅵ 特別損失 ※３  381 0.2 8,325 3.8  2,233 0.5

税引前中間純利益 
又は当期純損失(△) 

  2,377 1.1 18,268 8.4  △21,478 △5.3

法人税、住民税 
及び事業税 

※４ 1,466 7,710 18,430 

法人税等調整額 ※４ － 1,466 0.7 － 7,710 3.5 △23,555 △5,124 △1.3

中間純利益又は 
当期純損失(△) 

  911 0.4 10,558 4.9  △16,353 △4.0

前期繰越利益   4,908 3,491  4,908

中間未処分利益又は 
当期未処理損失(△) 

  5,819 14,050  △11,444
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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11月１日 
至 平成17年４月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日) 

１ 資産の評価基準及

び評価方法 

(1) たな卸資産 

 ①貯蔵品 

   先入先出法による原

価法を採用しておりま

す。 

 ②仕掛品 

   個別法による原価法

を採用しております。

(1) たな卸資産 

①貯蔵品 

  同左  

 

 

②仕掛品 

同左 

 

(1) たな卸資産 

①貯蔵品 

  同左  

 

 

②仕掛品 

同左 

 

 (2) 有価証券 

 ①満期保有目的の債券 

償却原価法(定額法)

を採用しております。

 ②子会社及び関連会社株

式 

移動平均法による

原価法を採用してお

ります。 

 

(2) 有価証券 

 

 

 

①子会社及び関連会社株

式 

 同左 

 

(2) 有価証券 

①満期保有目的の債券 

 同左 

 

②子会社及び関連会社株

式 

同左 

  ③その他有価証券 

  時価のあるもの 

   中間期末日の市場価

格等に基づく時価法を

採用しております(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)。 

②その他有価証券 

時価のあるもの 

 同左 

 

③その他有価証券 

時価のあるもの 

   決算日の市場価格等

に基づく時価法を採用

しております(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 

   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 

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。ただし、建物

(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、取得価額が10

万円以上20万円未満の

資産については、３年

均等償却を行っており

ます。 

  また、主な耐用年数

は次のとおりでありま

す。 

 建物     3～40年 

 工具器具備品 3～10年 

(1)有形固定資産 

    同左 

(1)有形固定資産 

 同左 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年11月１日 
至 平成17年４月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日) 

 (2) 無形固定資産 

①市場販売目的ソフト

ウェア 

   見込販売可能有効

期間(３年以内)にお

ける見込販売収益に

基づく減価償却額と

残存有効期間に基づ

く均等配分額を比較

し、いずれか大きな

額により減価償却し

ております。 

(2) 無形固定資産 

①市場販売目的ソフト

ウェア 

同左 

(2) 無形固定資産 

①市場販売目的ソフト

ウェア 

同左 

 ②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

づく定額法を採用し

ております。 

②自社利用ソフトウェ

ア 

同左 

②自社利用ソフトウェ

ア 

同左 

 ③その他の無形固定資

産 

   定額法を採用して

おります。 

③その他の無形固定資

産 

同左 

③その他の無形固定資

産 

同左 

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる

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。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 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。 

(2) 退職給付引当金 

同左 

(2) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に

備えるため、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。 

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 

 消費税等の処理方法 

  消費税等の会計処理

は、税抜方式によってお

ります。 

  なお、仮払消費税等及

び仮受消費税等は相殺の

上、流動負債の「その

他」に含めて表示してお

ります。 

消費税等の処理方法 

同左 

消費税等の処理方法 

  消費税等の会計処理

は、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11月１日 
至 平成17年４月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年11月１日 
至 平成17年10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11月１日 
至 平成17年４月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日) 

 

―― 

 

（貸借対照表関係） 

 前中間会計期間において独立掲記しておりました

「建物」（当中間会計期間95,937千円）は、資産の合

計の5/100以下であるため、当中間会計期間においては

有形固定資産の「その他」に含めて表示しておりま

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４月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年４月30日) 

前事業年度末 
(平成17年10月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計 

額 36,468千円 
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 36,118千円
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 33,182千円
 

 

 

(中間損益計算書関係) 

前中間会計期間 
(自 平成16年11月１日 
至 平成17年４月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日) 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 1,125千円 

受取配当金 5,790千円 

不動産賃貸収入 6,083千円 
 

※１ 営業外収益のうち主要なもの

受取利息 808千円

受取配当金 7,609千円

不動産賃貸収入 6,083千円

投資有価証券 

売却益 
16,294千円

 

※１ 営業外収益のうち主要なもの

受取利息 2,239千円

受取配当金 6,495千円

不動産賃貸収入 12,167千円

投資有価証券 

売却益 
3,035千円

 
※２ 営業外費用のうち主要なもの 

新株発行費 3,662千円 

不動産賃貸原価 1,812千円 
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの

投資有価証券 

売却損 
5,988千円

不動産賃貸原価 1,699千円

支払利息割引料 1,267千円
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの

新株発行費 3,662千円

不動産賃貸原価 3,618千円
 

※３     ―――― 

 

※３ 特別損失のうち主要なもの 

ソフトウェア 

除却損 
8,325千円

 

※３ 特別損失のうち主要なもの 

工具器具備品 

除却損 
695千円

ソフトウェア 

除却損 
688千円

 
※４ 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。 

※４     同左 ※４     ―――― 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産 3,020千円 

無形固定資産 36,410千円 
 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産 2,936千円

無形固定資産 33,799千円
 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産 6,650千円

無形固定資産 72,821千円
 

 

 

(リース取引関係) 

前中間会計期間(自平成16年11月１日 至平成17年４月30日) 

該当事項はありません。 

 

当中間会計期間(自平成17年11月１日 至平成18年４月30日) 

該当事項はありません。 

 

前事業年度(自平成16年11月１日 至平成17年10月31日) 

該当事項はありません。 
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(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成17年４月30日現在) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 
中間貸借対照表計上額

(千円) 
時価(千円) 差額(千円) 

関連会社株式 95,000 752,400 657,400

 

当中間会計期間末(平成18年４月30日現在) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 
中間貸借対照表計上額

(千円) 
時価(千円) 差額(千円) 

関連会社株式 104,201 605,871 501,669

 

前事業年度末(平成17年10月31日現在) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 
貸借対照表計上額 

(千円) 
時価(千円) 差額(千円) 

関連会社株式 104,201 726,083 621,882

 

 

(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。 
 

 

(重要な後発事象) 

前中間会計期間 
(自 平成16年11月１日 
至 平成17年４月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日) 

１.平成17年１月26日開催の定時株

主総会決議に基づき、平成17年5

月18日開催の当社取締役会にお

いて、同日付で商法第280条ノ20

及び商法第280条ノ21の規定によ

るストックオプションを目的と

した新株予約権を発行すること

を決議致しました。 

新株予約権の内容は以下のと

おりであります。 

 

新株予約権の数  

1,200個 

  新株予約権の目的となる株式

の種類及び数 

 

 

 ―― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ―― 
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前中間会計期間 
(自 平成16年11月１日 
至 平成17年４月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日) 

   普通株式 1,200株 

  新株予約権の行使時の払込金

額 

 １株当たり 144,000円 

新株予約権の行使により株式

を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額 

 普通株式１株の発行価格 

   144,000円 

   普通株式１株の資本組入額 

   72,000円 

  新株予約権の行使期間 

   自 平成17年7月１日 

   至 平成21年6月30日 

 

２．当社において平成17年７月８

日開催の取締役会決議に基づ

き、平成17年７月13日付で100％

出資による子会社を設立いたし

ました。 

(1) 商号 株式会社トラスト

アクアサービス 

(2) 設立年月日 平成17年７月13日 

(3) 事業内容 アクアリウム設備

のレンタルサービ

ス及び熱帯魚店の

経営 

(4) 資本金 10,000千円 

(5) 代表者 吉木伸彦 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 当中間期中の発行済株式数の増加 
 

発行年月日 発行形態 発行株式数(株) 発行価格(千円) 資本組入額(千円)

平成17年11月1日～ 

平成18年4月30日 

新株予約権の行使 

（ｽﾄｯｸｵﾌﾟｼｮﾝ） 
200 23,490 11,745
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