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平成 18 年 10 月期   中間決算短信（連結） 平成18年６月15日 

上 場 会 社 名 株式会社ＣＨＩＮＴＡＩ 上場取引所 大阪証券取引所ヘラクレス 

コ ー ド 番 号 ２４２０ 本社所在都道府県 東京都 

（ＵＲＬ http://www.chintai.net/） 

代 表 者 代表取締役社長  石川 貴 

問合せ先責任者 取 締 役  坪井 靖英 ＴＥＬ(０３)３５００－５５５７ 

決算取締役会開催日 平成18年６月15日 

米国会計基準採用の有無   無 

１ 18年４月中間期の連結業績（平成17年11月１日～平成18年４月30日） 

(1) 連結経営成績                                 （百万円未満切捨て） 

 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   ％ 
8,523  52.7 
5,581   － 

百万円   ％ 
2,662  14.4 
2,327   － 

百万円   ％ 
2,665  15.4 
2,309   － 

17年10月期 10,553     3,567     3,775     
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
（当期）純利益 

潜在株式調整後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   ％ 
1,606  11.2 
1,444   － 

円   銭 
3,038   97 
2,828   04 

円   銭 
2,969   42 
2,767   62 

17年10月期 1,983     3,794   04 3,625   77 

(注)①持分法投資損益 18年４月中間期 －百万円  17年４月中間期 －百万円  17年10月期 －百万円 

②期中平均株式数（連結） 18年４月中間期 528,688株 17年４月中間期 510,840株（分割後に換算） 17年10

月期 520,719株 

③会計処理の方法の変更  無 

④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 

  ⑤17年４月中間期の１株当たり中間純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間純利益は、平成17年６月20日に

実施した１対２の株式分割が期首に行われたものと仮定しております。 

(2) 連結財政状態                                 （百万円未満切捨て） 

 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 
14,350    
13,374    

百万円 
10,287    
11,451    

％ 
71.7  
85.6  

円   銭 
19,297   91 
22,280   04 

17年10月期 12,207    8,769    71.8  16,758   93 

(注)①期末発行済株式数(連結) 18年４月中間期 533,103株 17年４月中間期 514,000株（分割後に換算） 17年10

月期 522,793株 

  ②17年４月中間期の１株当たり株主資本は、平成17年６月20日に実施した１対２の株式分割が期首に行われた

ものと仮定しております。 

(3) 連結キャッシュ･フローの状況                          （百万円未満切捨て） 

 
営業活動による 
キャッシュ・フロー 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高 

 
18年４月中間期 
17年４月中間期 

百万円 
2,189    
1,445    

百万円 
△263    
△394    

百万円 
△18    
2,628    

百万円 
8,812    
10,584    

17年10月期 2,172    △1,504    △1,416    6,888    

(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

連結子会社数 ４社   持分法適用非連結子会社数 －社   持分法適用関連会社数 －社 

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結 (新規) －社   (除外) －社    持分法 (新規) －社   (除外) －社 

２ 18年10月期の連結業績予想（平成17年11月1日～平成18年10月31日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 
 

通  期 
百万円 

15,241    
百万円 

4,093    
百万円 

2,347    

(参考)１株当たり予想当期純利益（通期） 4,191円07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。 



 

2 

（添付資料） 

１．企業集団の状況 

 当社グループは、当社（株式会社ＣＨＩＮＴＡＩ）及び子会社４社により構成されており、不動産に関する

情報提供サービスを主軸としたメディア事業、システム関連事業、旅行事業、保険代理事業及び保証人代行事

業を主たる事業としております。 

 

（メディア事業） 

 不動産に関する情報提供サービスは、当社で発行または運営する媒体である、情報誌「CHINTAI」、インター

ネット・サイト「CHINTAI NET/Web」及び携帯電話向け情報サービス「CHINTAI NET/MOBILE」（当社ではこれら

を「マルチメディア広告パック」と総称しております。）により提供されており、その主要コンテンツはアパ

ート、マンション、貸家などの賃貸住宅の空室情報であります。空室情報は不動産賃貸仲介業者等が出稿する

広告であり、当社は各種媒体に空室情報を掲載することにより広告料収入を得ております。 

 また、当社では広告クライアントである不動産賃貸仲介業者に対して、不動産業務支援システム「CRS（Chintai 

Realtor support System）」導入の営業を行っております。CRSは不動産賃貸仲介業務の支援機能に加え、当社

のマルチメディア広告パックへの広告出稿機能を備えており、不動産仲介業者がCRSを利用して出稿する広告に

ついて、当社は掲載数に応じた広告料金を収受しております。 

 
 情報誌「CHINTAI」は、30地域でそれぞれの地方版を発行しております。当社にとっての情報誌の販売先は、

主に取次会社、即売会社と呼ぶ書籍・雑誌や新聞の卸売業者であり、情報誌はそれらの業者を通じてコンビニ

エンス・ストア、書店、駅売店、生協などに配本されております。 

 

 このほか、当社ではZAGAT Survey, LLC（ニューヨーク）との契約により、レストラン・ガイドブック「ザガ

ットサーベイ」を日本で出版する権利を得ており、「ザガットサーベイ 東京のレストラン」及び「ザガット

サーベイ 大阪・京都・神戸のレストラン」（ともに年刊）を出版しております。 

 ザガットサーベイは、書店で一般消費者向けに販売されるほか、法人向けに注文に応じた装丁にて販売され

ております。 

 

（システム関連事業） 

 連結子会社である株式会社エーシーサービス及び株式会社サンスイでは、システム開発及び運営、保守メン

テナンス、機器ソフト販売事業を行っており、不動産会社の基幹システム構築、グループウエア運用等による

収益をあげております。 

 株式会社エーシーサービスにはCRSの開発及びメンテナンス、当社の利用するシステムの運用を、株式会社サ

ンスイにはインターネット・サイト「CHINTAI NET/Web」の開発・運用を、当社よりそれぞれ委託しております。

株式会社サンスイでは、自社開発商品である「7days」の販売・運用サポートも展開しております。 

 

（旅行事業） 

連結子会社である株式会社ＣＨＩＮＴＡＩトラベルサービス（旧会社名 株式会社エアーアンドシーサービ

ス）では、国内６店舗及びインターネット・サイト「CHINTAIトラベルサービス」を窓口とした海外旅行航空チ

ケットの販売と、海外アパートメント・ホテル（ウィークリー／マンスリー物件）の斡旋による紹介手数料に

より収益を得ております。 

アパートメント・ホテルの斡旋事業は、従来、株式会社エイビー・チンタイで行っておりましたが、共通す

る事業領域でのノウハウ共有によるシナジー効果を図るべく、平成18年2月に株式会社ＣＨＩＮＴＡＩトラベル

サービスと合併致しました。 

 

（保険代理事業） 

 連結子会社である株式会社エーシーサービスでは、保険代理事業を行っております。当該事業は不動産の賃

貸借契約時及び更新時における保険代理店業務を行うことで手数料収入を得ております。 

 

（保証人代行事業） 

 連結子会社である株式会社ＨＤＡでは、保証人代行事業を行っております。当該事業は不動産会社に賃貸借

契約時における「保証名人」の販売を委託し、賃借人の連帯保証人を有料で請け負うことで収益を得ておりま

す。 
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＜当社グループで発行、運営する媒体＞ 

 平成18年4月30日現在

種別 媒体名 

賃貸不動産情報誌 CHINTAI北海道版、CHINTAI東北版、CHINTAI福島・郡山版、CHINTAI栃木版、CHINTAI群馬版、 

CHINTAI茨城版、CHINTAI首都圏版、CHINTAI神奈川版、CHINTAI長野版（注1）、CHINTAI静岡版、 

CHINTAI浜松版、CHINTAI愛知・岐阜版、CHINTAI三重版、CHINTAI新潟版、CHINTAI石川版、CHINTAI富山

版、CHINTAI京滋版、CHINTAI奈良版、CHINTAI近畿圏版、CHINTAI大阪南部・和歌山版、CHINTAI神戸～姫

路版、CHINTAI広島版、CHINTAI北九州版、CHINTAI福岡版、CHINTAI長崎版（注1）、CHINTAI佐賀・久留

米・筑後版、CHINTAI大分版、CHINTAI熊本版（注1）、CHINTAI宮崎版（注1）、CHINTAI沖縄版 

ネット媒体情報サー

ビス 

CHINTAI NET/Web 〔http://www.chintai.net/〕 

CHINTAI NET/MOBILE 

       ｉモード（NTTドコモ）、EZWeb（au）、Vodafone live!（vodafone）、 

       Ｌモード（NTT東日本、NTT西日本）等 

CHINTAI暮らしガイド (http://www.chintai.net/yakudachi/lifeguide/index.html）（注2） 

ウーマンCHINTAI （http://www.chintai.net/style_woman/）（注3） 

Free Style Project （http://www.chintai.net/style_project/）（注4） 

CHINTAIオーナー・ナビ （http://owner.chintai.net/）（注5） 

キャンパスライフCHINTAI （http://www.chintai.net/style_campuslife/）（注6） 

ＨＤＡ 保証名人 （http://www.hd-a.co.jp/）（注7） 

CHINTAIトラベルサービス （http://www.ex-tour.com/）（注8） 

 

書籍 ザガットサーベイ 東京のレストラン 

ザガットサーベイ 大阪・京都・神戸のレストラン 

（注）1.長野版、長崎版、熊本版、宮崎版につきましては、各地域の印刷業者、広告代理店への製作許諾により発

行しており、当社は許諾先業者から売上高に応じたライセンス収入を得ております。 

2. CHINTAI暮らしガイドは賃貸生活者に対する情報提供を目的としたサイトで、ブライダル情報、デリバリ

ーサービス、アルバイト情報、ペット共済保険等の生活関連情報をコンテンツとしております。 

3. ウーマンCHINTAIは女性向け賃貸物件検索をコンテンツとしております。 

4. Free Style Projectは男性向け賃貸物件検索をコンテンツとしております。 

5. CHINTAIオーナー・ナビは賃貸物件家主に対する情報提供を目的としたサイトで、賃貸物件経営情報・資

産運用情報をコンテンツとしております。 

6. キャンパスライフCHINTAIは賃貸物件で生活する学生への情報提供を目的としたサイトで、大学等の学校

から通学圏内の賃貸物件検索をコンテンツとしております。 

7．ＨＤＡ保証名人は、株式会社ＨＤＡ（連結子会社）の商品「保証名人」及び同社の企業情報の提供を目的

としたサイトです。 

8．CHINTAIトラベルサービスは、株式会社ＣＨＩＮＴＡＩトラベルサービス（連結子会社）のインターネッ

ト・サイトで、海外航空チケット販売、海外アパートメント・ホテルの広告掲載を行っております。 
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［事業系統図］ 

 事業の系統図は、次のとおりであります。 

 

 

印刷発注

取次会社
即売会社

㈱エイブル

（関連当事者）

エイブル保証㈱
（関連当事者）

情報提供

航空チケット販売

情報検索

国内不動産
 仲介業者

取次依頼

国外不動産

 仲介業者

（広告クライアント）

㈱ＨＤＡ
（連結子会社）

広
告
依
頼

「CHINTAIトラベルサービス」

シ
ス
テ
ム
開
発
委
託
先

㈱サンスイ
（連結子会社）

㈱ＣＨＩＮＴＡＩトラベルサービス

（連結子会社）
インターネット・サイト

不動産仲介業者

消 費 者
（借主）

コンビニ
書店

販売店
生協

情
報
誌
等
販
売
委
託

情
報
提
供

㈱ＣＨＩＮＴＡＩ（当社）

情
報
検
索

国内６店舗

家　主

システム開発運用委託等

システム開発会社
印刷会社

不動産賃貸借契約

連帯保証

広
告
依
頼

連
帯
保
証
受
託

情
報
誌
等
小
売

情報誌等納品

㈱エーシーサービス
（連結子会社）

海外アパートメント

情報誌等
販売委託

情報誌「ＣＨＩＮＴＡＩ」
インターネット・サイト「CHINTAI NET」

モバイル「CHINTAI NET」
不動産業務支援システム「CRS」

仲　介
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２．経営方針 

（1）会社の経営の基本方針 

 当社グループは「賃貸生活価値創造企業」を目指し、毎日の賃貸ライフを楽しく快適にするために、情報誌

「CHINTAI」や、インターネット・サイト「CHINTAI NET/Web」、携帯電話向け情報サービス「CHINTAI NET/MOBILE」

により情報を提供してまいりました。 

 メディアとしての第一義は言うまでもなく信頼性です。有用な情報をより正確にスピーディーに伝えるため

に、情報の収集・編集・伝達を効率的に行うためのIT技術を活用したシステムとノウハウの追求に努めており

ます。 

 これにより、不動産業者、賃貸生活者、家主を包括的に情報ネットワークで結ぶシステムを開発し、生活に

関連する様々な情報を、より時代に即した便利な形でお届けするのが、メディアの使命だと考えています。 

 今後もリーディング・ブランドである「CHINTAI」ブランドの強化に引続き邁進し、賃貸マーケットにおける、

最大かつ最強ブランドと集客倍増を目指して、より高収益を達成し、株主の皆様にご満足頂けるよう努力して

まいります。 

 

（2）会社の利益配分に関する基本方針 

 業績、配当性向、キャッシュ・フローとのバランス等を総合的に勘案し、財務体質の強化と収益力の向上を

図りながら、安定的な配当の継続を基本に株主への利益還元に努めてまいります。なお、今期の中間配当は１

株当たり800円の予定であります。 

 内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、競争力及び市場ニーズに応え

る体制強化、事業拡大を図るために有効に投資してまいりたいと考えております。 

 

（3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

 個人投資家が投資しやすい環境を常に配慮し、今後の株価、株主数、経営成績及び財務状況等を総合的に判

断して、投資単位の引下げを検討すべきであると考えております。 

 

（4）目標とする経営指標 

 当社グループでは、経営体質の強化及び収益性の高い事業展開を目指しており、高い経常利益率を維持し、

ローコストオペレーションの推進に努めます。 

 あわせて、総資産利益率（ROA）や株主資本利益率（ROE）といった経営の効率性を重視した事業運営に注力

する所存であります。また、事業拡大のための投資につきましては、投資利益率（ROI）を重視し、投下資本の

効率運用を目指していく所存であります。 

 

（5）中長期的な会社の経営戦略 

 当社グループ５社（当社及び連結子会社４社）は、グループとしての成長性及び目標利益達成のために、「(6) 

会社の対処すべき課題」で後述する18年10月期におけるディフェンス戦略（体制強化、「CHINTAI」ブランド強

化、コアビジネスの拡大、事業拡大のための投資）と、19年10月期以降のオフェンス戦略（周辺ビジネスの拡

大、投資に基づく新規事業の開発）を掲げ、業務に取り組んでまいります。 

 

＜19年10月期以降におけるオフェンス戦略＞ 

①周辺ビジネスの拡大 

当社グループとして、賃貸生活者向けビジネスの拡大を行ってまいります。株式会社ＣＨＩＮＴＡＩトラ

ベルサービスのマーケットカバー領域の拡大、株式会社ＨＤＡ（連結子会社）の保証ビジネスから派生する

金融商品の開発推進、「賃貸生活価値創造」のための事業領域の拡大及び強化を展開してまいります。 

 

②ディフェンス期の投資に基づく新規事業の開発 

競合他社とのコンテンツ差別化徹底により家主、賃貸生活者の囲い込みを展開し、不動産業者、家主、賃

貸生活者の賃貸トライアングルネットワーク網での新規事業を推進いたします。特に、REIT、機関投資家、

大手デベロッパー等多様化する家主に対し、当社グループの既存顧客である不動産業者との共同企画で商品

（ビジネスモデル）を提案し、賃貸マーケットの川上から川下を網羅する縦型ビジネスの開発に着手してま

いります。 
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（6）会社の対処すべき課題   

当社グループの事業環境である賃貸マーケットは、急速な変化の時代、競争の時代を迎えていると認識して

おります。具体的には、既存コンペティターのパワーアップのみならず、金融機関、ＩＴ関連企業等の新規参

入者の台頭、ファンド・クレジット等不動産商品の多様化、大手不動産会社による川上（物件調達）から川下

（物件、入居者、建物管理）までを網羅するビジネスモデルの確立等が挙げられます。 

その環境下、当社グループとして素早く時代のニーズに対応していくことが重要であるという認識とともに、 

不動産業者、家主、賃貸生活者の賃貸トライアングルのうち、当社グループの主要クライアントである不動産

業者に向けた的確な商品・サービスを提供する「本業回帰」路線のもと、売上基盤の拡大を図ることも大きな

課題となっております。 

 また、情報メディアのライフサイクルは、情報誌（有代誌）が成熟期から衰退期へ移行しつつある反面、イ

ンターネットは成長期から成熟期へ、携帯電話においては導入期から成長期へ、それぞれ移行していると考え

られます。メディアとしての信頼性を維持向上しつつ、ユーザーの視点からの検証を試み、集客率の増大（効

果）を念頭に置いた効率的投資による「CHINTAI」ブランドの強化を図ることも重要な課題であります。 

 以上を踏まえ、当社が最重要課題として取り組んでいるのは以下の項目であります。  

①グループとしての体制強化 

当社グループとしての効率経営を目指し、更なるローコスト・オペレーションを目的としたシステム構築、

人材交流（ジョブローテーション）リソース管理の徹底による経営資源の有効活用に取り組みます。また、

賃貸マーケットが求めるアイテムで当社グループに欠ける資源を見極め、M&A戦略等今後のグループ拡大の

指標を明確化いたします。 

  ②メディア別の効率的投資による「CHINTAI」ブランド強化 

メディア別の効率的投資を実施し、情報誌・インターネット・モバイルの媒体価値の再構築を図ってまい

ります。また、情報発信後の流通の最適化を目的としたチャネル別戦略を検討し、エンドユーザーへの情報

伝達機能の質的量的改善に着手してまいります。 

同時に、メディア全体としての「CHINTAI」ポリシーによるブランド強化、媒体価値向上を目指します。 

③コアビジネスの拡大 

コアビジネスであるメディア（不動産広告）事業の収益拡大に取り組みます。 

（ⅰ）ブランド宣伝から商品プロモーション営業への転換、システム改修による営業効率の改善により、

不動産業者へのCRS導入推進を図り、18年10月期に導入件数を1,800件とすることを目標にいたします。 

（ⅱ）自動従量課金制のWeb出稿システムの拡販推進を図り、情報空白地域の不動産業者の取り込み促進

を図ります。 

（ⅲ）株式会社ＨＤＡ（連結子会社）による、連帯保証人代行ビジネスについて、商品の普及に注力した

営業展開のもと、当社の既存顧客である不動産業者との相乗効果を最大限に活用し、収益拡大のスピ

ードアップを図ります。 

④事業拡大のための投資 

賃貸マーケットにおける不動産業者、家主、賃貸生活者の賃貸トライアングルネットワーク網をターゲッ

トとし、当社グループとの相乗効果を図ることが可能な事業に対し、パートナー企業とのアライアンスやM&A

等の投資を引続き行ってまいります。また、不動産業者・管理会社等の既存顧客１社あたりの売上単価向上

を目的とし、既存顧客向けの基幹システムの企画提案及び開発、集客向上を目的とした販売促進活動のサポ

ートを積極的に行ってまいります。 
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（7）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況 

①コーポレート・ガバナンスについての基本方針 

当社は、株主、顧客、従業員をはじめとする様々なステークホルダー（利害関係者）の価値の総体

である企業価値の最大化を図るため、コーポレート・ガバナンスの強化が重要であると認識してお

ります。「経営の透明性と健全性の確保」「ディスクロージャー（情報開示）・アカウンタビリテ

ィー（説明責任）の強化」「コンプライアンス（法令遵守）による危機管理の徹底、企業倫理観の

維持」を基本方針とし、健全で透明性が高く、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制の確立

に積極的に取り組んでおります。 

 

②コーポレート・ガバナンス体制 

 当社は、取締役会、監査役会を中心としたコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。 

 

 

＜取締役会＞ 

 取締役会は８名で構成され、最低月1回、必要に応じて月に複数回の取締役会を開催し、報告事項

及び議案の審議を行っております。取締役のうち２名は、社外取締役を選任し、取締役会の透明性

を高め、牽制機能の強化を図っております。また、取締役5名が子会社の取締役を兼務しており、子

会社の動向についても報告及び審議がなされております。 

  

＜監査役会＞ 

 当社は、監査役制度を採用しており、社内監査役２名と社外監査役２名が、取締役の職務執行に

つき監査を実施しております。各監査役は、重要な会議への出席、取締役などからの報告の聴取、

重要な決裁書類の閲覧、子会社の調査などにより監査を実施する一方、監査役全員で構成される監

査役会は、監査の方針などを決定し、各監査役の監査状況などの報告を受けるほか、会計監査人か

らは随時監査に関する報告を受けております。また、内部監査部門である監査室責任者から定期的

に報告を受け、問題がある場合は、取締役会での報告や、担当部署との意見交換を行い、問題点の

解消に努める体制をとっております。 

 

＜内部監査＞ 

 内部監査は、社長直轄部門の監査室が担当し、業務が正確、正当かつ合理的に処理されているか

どうかを監査し、当該業務運営の現状を明らかにし、業務の改善及び業績の向上に資することを目

的としております。具体的には、業務の基本的事項の確実な処理状況、管理運営面の適正な実施状

況の調査、診断を対象とする通常監査、個人情報保護関連監査、及び特定の事項を対象とする特命

監査を実施しております。 

 

＜会計監査＞ 

 会計監査は、中央青山監査法人と監査契約を締結しております。 

 中央青山監査法人に関しましては、金融庁より2006年7月1日から8月31日までの2ヶ月間、証券取引法に基づ

く監査業務及び会社法に基づく監査業務につき業務停止の行政処分を受けております。当社は「10月決算会社

のうち、7月末日までに証券取引法に基づき半期報告書を提出しなければならない会社」に該当し、例外として

7月度の監査業務は従来どおりの対応となります。 

 今後の対応ですが、中央青山監査法人との会社法に基づく監査契約が2006年7月末日をもって解除となるため、

定時株主総会（2007年1月下旬予定）までの一時会計監査人の選任を監査役会にて行います。一時会計監査人に

つきましてはプレスリリース等で公表させていただきます。また、来期以降の監査人につきましては、2007年1

月度の定時株主総会に付議させていただき、株主の皆様にご承認をいただきます。 

 会計監査人に関しましては、当社でも慎重な検討を継続し対処していく所存でございます。 

 

＜経営会議・事業執行会議＞ 

 当社では、取締役よる経営会議、事業本部長による事業執行会議を実施しております。 

 経営会議においては、取締役会で審議・決議される事項のうち、特に重要なものについて事前に議論を行い、

取締役会を中心とした意思決定プロセスでの審議の充実を図っております。事業執行会議においては、予算の

進捗、事業遂行状況の確認等を行い、事業部間での情報の共有による事業推進の加速化を図っております。 
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＜企業グループ＞ 

 企業グループとして共通の基本方針を掲げ、各社及びグループとして、健全かつ透明で、環境対応能力の高

い経営体制の確立に取り組んでおります。2005年11月より、グループ各社の管理体制強化を目的とした部署を

設立し、規程制定、文書管理、業務監査等を実施するとともに、当社取締役とグループ各社の代表取締役が参

加するグループ報告会を定期的に開催し、業績・事業推進状況等の確認を行っております。 

 

③情報開示 

 情報開示の重要性が高まるなか、透明性向上の観点から、社長直轄部門の社長室をＩＲ担当部署とし、ステ

ークホルダーに対する説明責任を果たすとともに、トップマネジメントによるＩＲ活動にも注力しております。

ＩＲホームページの充実を図り、分かりやすい、かつ、フェアディスクロージャーに留意した情報開示に努め

ております。 

 

④リスクマネジメント 

 当社では、事業活動を阻害する様々なリスクへの適切な対応が、顧客、投資家等ステークホルダーの当社に

対する信頼強化につながり、企業価値の向上につながると認識し、リスクマネジメント体制の整備を進めてお

ります。 

 

＜危機管理本部＞ 

 災害、情報漏えい等リスク発生時には、危機管理対策本部を設置し、リスクの類型ごとに迅速適切な対応を

行う体制を整備しております。 

 

＜内部通報窓口＞ 

 法令違反や不正の芽を早期に発見し対処するために、2006年5月より内部通報窓口を設置しております。当社

のみならずグループ全社の社員、派遣社員、アルバイト、嘱託社員を対象者としたうえ、連絡窓口として第三

者機関を設置し、匿名での連絡も可能としたことで、連絡者の保護を最優先した実効ある運用を目指しており

ます。 

 

＜個人情報保護窓口＞ 

 2005年4月施行の個人情報保護法に対応し、個人情報保護方針のもと、保護管理責任者の任命、問合せ窓口の

設置等を行い、個人情報保護体制を整備しております。さらなる体制の確立を目的とし、プライバシーマーク

付与認定申請も行っております。 

 

（8）関連当事者との関係に関する基本方針 

関連当事者取引については、当社グループの事業戦略上及び業務上の必要性に応じ、取引条件の妥当性を十

分に検証したうえで行うことを基本方針としております。 
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３．経営成績及び財政状態 

（1）経営成績 

 当中間連結会計期間における我が国の経済は、原油価格の動向による内外経済への影響等に留意する必要

があるものの、企業部門の好調さが家計部門へ波及しており、国内民間需要に支えられた景気回復が継続し

ました。企業収益の改善により設備投資も増加し、雇用情勢についても、厳しさが残るものの改善に広がり

が見られました。 

 当社グループの主要ビジネス領域と密接に関連する住宅建設の状況は堅調に推移しており、貸家の着工件

数は13ヵ月連続で増加傾向にあります。 

 このような環境下、当社グループにおきましては、売上向上を目的とし、1月から3月の引越し需要拡大期

をメインとした積極的販促活動、メディアへの効率的投資による反響数増大を図ってまいりました。また、

新たに3エリアで情報誌「CHINTAI」を創刊し、平成18年2月には創刊30周年全国30版を達成いたしました。子

会社に関しましては、シナジー効果や業務効率向上を目的とし、合併による事業の集約を実施いたしました。 

 以上の結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高8,523,207千円（前年同期比52.7%増）、営業利益2,662,046

千円（前年同期比14.4%増）、経常利益2,665,095千円（前年同期比15.4%増）、中間純利益1,606,669千円（前

年同期比11.2%増）となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりです。 

 

（メディア事業） 

 物件広告収入の安定的な収益構造の柱となる、不動産仲介業者様に提供する当社の主力商品ソフトウェア

不動産業務支援システム「ＣＲＳ（Chintai Realtor support System）」は、順調な伸びを示し、当中間期

では、導入加盟店を全国1,744店（前年同期比36％増、通期目標1,800店に対し進捗率97％）までに拡大しま

した。また、平成17年11月に「CHINTAI宮崎版」、「CHINTAI長崎版」、平成18年2月に「CHINTAI石川版」を

創刊し、創刊30周年全国30版を達成いたしました。 

メディア戦略といたしましては、集客向上を目的とし、新着お知らせメール機能やＱ＆Ａコンテンツ企画

開発を行い、Web機能の充実を図りました。継続した効率的投資の実施により、インターネット・サイト

「CHINTAI NET/Web」のページビュー及びユニークユーザー数は前年比2倍以上を達成し、賃貸物件検索サイ

トとして訪問者数トップの地位を確固たるものといたしました（「ビデオリサーチ」インターネット視聴率

調査における賃貸物件検索専用サイトにおいて11ヵ月連続1位）。以上の結果、売上高は5,700,249千円、営

業利益は2,611,735千円となりました。 

 

（システム関連事業） 

 株式会社エーシーサービス（連結子会社）及び株式会社サンスイ（連結子会社）においては、当社グルー

プのシステム企画、開発及び運営業務を継続して実施するとともに、両社の共同事業として、不動産会社の

基幹業務システム開発を推進いたしました。 

平成18年4月には、事業の集約・強化、管理体制の効率化を目的とし、株式会社サンスイによる有限会社ホ

ットブーム（株式会社サンスイの100％子会社）の吸収合併を実施いたしました。以上の結果、売上高は

1,170,761千円、営業利益は29,484千円となりました。 

 

（旅行事業） 

 旅行事業に関しましては、平成18年2月に、第１種旅行業者の株式会社ＣＨＩＮＴＡＩトラベルサービス（連

結子会社）と、海外アパートメントホテルの予約取次業を行う株式会社エイビー・チンタイ（非連結子会社）

を合併し、両者の持つノウハウや機能を融合することで、重複する事業領域、対象マーケットでのシナジー

効果を図ってまいりました。平成18年4月には名古屋店を新規にオープンし、実店舗におけるマーケットの拡

大を図りました。以上の結果、売上高は1,143,474千円、営業利益は25,914千円となりました。 

 

（保険代理事業） 

 株式会社エーシーサービス（連結子会社）において展開しております保険代理店事業は、アウトバンド・

コールを積極的に推進し、賃貸借契約更新時における保険継続率の向上を図ってまいりました。以上の結果、

売上高は428,436千円、営業利益は295,237千円となりました。 
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（保証人代行事業） 

 平成17年8月にサービス提供を開始した「保証名人」の拡販推進を実施いたしました。管理面につきまして

も、業務の効率化を目的とし、営業管理システム開発の企画検討に着手いたしました。以上の結果、売上高

は210,875千円、営業損失は31,339千円となりました。 

 

（2）財政状態 

当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況 

 当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前中間純利益

が2,688,743千円（前年同期比12.0%増）となったこと等により、当中間連結会計期間末には8,812,433千円と

なりました。 

 当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は2,189,047千円（前年同期比51.4％増）となりました。 

 これは主に、税金等調整前中間純利益2,688,743千円（前年同期比12.0％増）の計上を反映したものであり

ますが、法人税等の支払750,651千円等（前年同期比13.7％減）によりその一部が相殺されております。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は263,191千円（前年同期比33.3％減）となりました。 

 これは主に、固定資産の取得による支出111,866千円（前年同期比65.5％減）、貸付による支出150,000千

円によるものであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は18,575千円（前年同期は2,628,273千円の獲得）となりました。 

 これは主に、利益処分による配当金の支払522,793千円（前年同期比43.0％減）によるものでありますが、

自己株式の処分による収入427,779千円等によりその一部が相殺されております。 

 

   当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 平成16年10月期 平成17年10月期 平成18年10月期 

 期末 中間 期末 中間 

自己資本比率（％） 78.2  85.6  71.8  71.7  

時価ベースの自己資本比

率（％） 
－  664.9  526.8  339.2  

債務償還年数（年） 0.2  0.2  0.8  0.4  

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍） 
134.4  206.6  155.7  232.5  

     （注）１．自己資本比率：自己資本／総資産 

        ２．時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

        ３．債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

        ４．インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

        ５．各指標はいずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

        ６．営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・ 

          フローを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、 

          利子を支払っているすべての負債を対象としております。 

        ７．当社は平成16年11月15日をもって大阪証券取引所ヘラクレス市場に株式を上場いたしました

ので、平成16年10月期の時価ベースの自己資本比率については記載しておりません。 
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（3）通期の見通し 

主力商品である「ＣＲＳ」の販売を継続して積極的に推進してまいります。特に、新たに情報誌「CHINTAI」

を創刊した長崎、宮崎、石川エリアでの加盟店獲得を推進するとともに、主要マーケットである首都圏、近

畿圏の営業強化を図り、「ＣＲＳ」の拡販スピードの更なる加速化による営業基盤の強化を図ってまいりま

す。 

メディアに関しましては、情報誌・インターネット・モバイルの媒体価値の再構築、エンドユーザーまで

の情報流通の最適化を図ると同時に、ブランド強化を継続して実施してまいります。媒体価値の再構築に関

しましては、現状の短期的課題の改善を行うとともに、機能性等の抜本的改善を目的としたフルリニューア

ルの検討に着手いたします。 

グループ戦略といたしましては、当連結会計年度の中間期までに構築した管理体制のもと、コーポレート・

ガバナンス体制の構築による安定基盤を築くとともに、グループ間のシナジー効果をより一層高めるべく、

新商品の企画開発、マーケットの融合を図ってまります。 

 

    以上によりまして通期業績を展望いたしますと、18年10月期の連結業績は、売上高15,241百万円（前年 

   同期比44.4％増）、経常利益4,093百万円（前年同期比8.4％増）、当期純利益2,347百万円（前年同期 

   比18.4％増）を予定しております。 
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添付資料 

 中間連結財務諸表 

(1)中間連結貸借対照表 

 
前中間連結会計期間末 
（平成17年４月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年４月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（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  10,585,484  8,812,433  6,888,620  

 ２．売掛金  598,700  1,008,552  870,288  

 ３．たな卸資産  54,682  86,654  80,457  

 ４．その他  212,768  1,150,342  997,629  

   貸倒引当金  △ 3,680  △ 9,006  △ 7,467  

  流動資産合計  11,447,957 85.6 11,048,977 77.0 8,829,527 72.3 

Ⅱ 固定資産        

 １．有形固定資産 ※２ 178,183 1.3 380,696 2.6 353,708 2.9 

 ２．無形固定資産        

  (1) 連結調整勘定  140,176  12,481  13,867  

  (2) 商標権  580,178  818,108  875,310  

  (3) その他  533,460  459,359  512,364  

   無形固定資産合計  1,253,815 9.4 1,289,948 9.0 1,401,542 11.5 

 ３．投資その他の資産        

  (1) 投資有価証券 ※１ －  1,051,513  1,102,436  

  (2) 投資その他の資産 ※１ 523,014  646,620  587,228  

   貸倒引当金  △ 28,399  △ 67,589  △ 67,175  

   投資その他の資産合計  494,614 3.7 1,630,544 11.4 1,622,489 13.3 

  固定資産合計  1,926,614 14.4 3,301,190 23.0 3,377,740 27.7 

  資産合計  13,374,572 100.0 14,350,167 100.0 12,207,268 100.0 
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前中間連結会計期間末 
（平成17年４月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年４月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（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  161,930  244,984  201,667  

 ２．短期借入金  291,428  1,571,000  1,556,983  

 ３．未払法人税等  903,708  1,146,782  791,558  

 ４．賞与引当金  23,295  45,290  40,223  

 ５．その他  324,764  800,156  503,208  

  流動負債合計  1,705,127 12.8 3,808,214 26.5 3,093,640 25.4 

Ⅱ 固定負債        

 １．長期借入金  200,000  161,000  100,000  

 ２．退職給付引当金  －  －  11,897  

 ３．役員退職慰労引当金  －  －  30,200  

 ４．その他  17,506  93,180  202,280  

  固定負債合計  217,506 1.6 254,180 1.8 344,377 2.8 

  負債合計  1,922,634 14.4 4,062,394 28.3 3,438,017 28.2 

（資本の部）        

Ⅰ 資本金  1,825,000 13.7 2,070,079 14.4 2,059,726 16.9 

Ⅱ 資本剰余金  2,586,485 19.3 3,165,016 22.1 3,154,663 25.8 

Ⅲ 利益剰余金  7,040,452 52.6 7,296,489 50.8 7,078,056 58.0 

Ⅳ その他有価証券評価差額金  － － 1,152 0.0 1,968 0.0 

Ⅴ 自己株式  － － △ 2,244,964 △15.6 △ 3,525,164 △28.9 

  資本合計  11,451,937 85.6 10,287,773 71.7 8,769,250 71.8 

  負債資本合計  13,374,572 100.0 14,350,167 100.0 12,207,268 100.0 
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(2)中間連結損益計算書 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年11月１日 
至 平成17年４月30日） 

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

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（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 ※１ 5,581,132 100.0 8,523,207 100.0 10,553,216 100.0 

Ⅱ 売上原価  1,335,163 23.9 3,415,054 40.1 2,910,288 27.6 

   売上総利益  4,245,968 76.1 5,108,153 59.9 7,642,927 72.4 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※２ 1,918,427 34.4 2,446,106 28.7 4,075,352 38.6 

   営業利益  2,327,541 41.7 2,662,046 31.2 3,567,575 33.8 

Ⅳ 営業外収益        

 １．受取利息  139  4,700  10,206  

 ２．受取手数料  －  13,458  812  

 ３．その他  3,278  17,853  234,881  

   営業外収益合計  3,417 0.1 36,013 0.4 245,901 2.3 

Ⅴ 営業外費用        

 １．支払利息  6,997  9,415  13,950  

 ２．投資事業組合投資損失  －  19,562  －  

 ３．その他  14,366  3,986  23,535  

   営業外費用合計  21,364 0.4 32,964 0.3 37,485 0.3 

   経常利益  2,309,594 41.4 2,665,095 31.3 3,775,991 35.8 

Ⅵ 特別利益        

 １．投資有価証券売却益  99,261  －  99,261  

 ２．役員退職慰労引当金戻入益  －  25,200  －  

   特別利益合計  99,261 1.8 25,200 0.3 99,261 0.9 

Ⅶ 特別損失        

 １．固定資産売却損 ※３ －  218  121  

 ２．固定資産除却損 ※４ 8,774  1,333  10,734  

３．投資有価証券評価損  －  －  144,999  

 ４．連結調整勘定一括償却額 ※５ －  －  126,162  

   特別損失合計  8,774 0.2 1,552 0.0 282,017 2.7 

   税金等調整前中間（当期）純利益  2,400,081 43.0 2,688,743 31.6 3,593,234 34.0 

   法人税、住民税及び事業税  875,665 15.7 1,105,830 13.0 1,546,844 14.6 

   法人税等調整額  79,740 1.4 △ 23,756 △0.3 62,959 0.6 

   中間（当期）純利益  1,444,675 25.9 1,606,669 18.9 1,983,429 18.8 
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(3)中間連結剰余金計算書 
 

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

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

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

（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） 金額（千円） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）        

Ⅰ 資本剰余金期首残高   325,985  3,154,663  325,985 

Ⅱ 資本剰余金増加高        

  １．増資による新株の発行  2,260,500  10,353  2,495,226  

  ２．株式交換による新株の発行  － 2,260,500 － 10,353 333,452 2,828,678 

Ⅲ 資本剰余金中間期末（期末） 
残高 

  2,586,485  3,165,016  3,154,663 

        

（利益剰余金の部）        

Ⅰ 利益剰余金期首残高   6,536,277  7,078,056  6,536,277 

Ⅱ 利益剰余金増加高        

   中間（当期）純利益   1,444,675  1,606,669  1,983,429 

Ⅲ 利益剰余金減少高        

  １．配当金  916,500  522,793  1,417,650  

  ２．役員賞与  24,000  7,800  24,000  

  ３．自己株式処分差損  －  852,420  －  

  ４．連結子会社と非連結子会社の
合併による利益剰余金減少高 

 － 940,500 5,222 1,388,236 － 1,441,650 

Ⅳ 利益剰余金中間期末 
（期末）残高 

  7,040,452  7,296,489  7,078,056 
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(4)中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年11月１日 
 至 平成17年４月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年11月１日 

  至 平成18年４月30日） 

前連結会計年度の要約連結 
キャッシュ・フロー計算書 
（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） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

       

   税金等調整前中間（当期） 
純利益 

 2,400,081  2,688,743  3,593,234  

   減価償却費  153,343  213,935  358,356  

   連結調整勘定一括償却額  －  －  126,162  

   連結調整勘定償却額  －  1,386  14,014  

   貸倒引当金の増減額（減少：△）  2,461  1,953  12,025  

   賞与引当金の増減額（減少：△）  △1,667  5,067  4,000  

   役員退職慰労引当金の増減額   
（減少：△） 

 －  △30,200  △17,675  

   退職給付引当金の増減額 
（減少：△） 

 －  △11,897  －  

   受取利息及び受取配当金  △139  △4,700  △234,310  

   支払利息  6,997  9,415  13,950  

   投資有価証券売却益  △99,261  －  △99,261  

   固定資産売却損  －  218  121  

   固定資産除却損  8,774  1,333  10,734  

   投資事業組合投資損失  －  19,562  －  

   投資有価証券評価損  －  －  144,999  

   売上債権の増減額（増加：△）  △59,957  △165,965  △107,849  

   たな卸資産の増減額（増加：△）  △18,603  △6,194  △27,439  

   仕入債務の増減額（減少：△）  △8,646  145,951  54,459  

   役員賞与の支払額  △24,000  △7,800  △24,000  

   その他  △36,445  82,805  △168,515  

     小計  2,322,937  2,943,616  3,653,009  

   利息及び配当金の受取額  186  5,115  234,310  

   利息の支払額  △7,082  △9,032  △14,850  

   法人税等の支払額  △870,268  △750,651  △1,699,969  

 営業活動によるキャッシュ・フロー  1,445,772  2,189,047  2,172,500  
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前中間連結会計期間 

（自 平成16年11月１日 
 至 平成17年４月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年11月１日 

  至 平成18年４月30日） 

前連結会計年度の要約連結  
キャッシュ・フロー計算書 
（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） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー        

   固定資産の取得による支出  △324,273  △111,866  △416,028  

      投資有価証券の取得による支出  △157,500  －  △1,002,500  

   投資有価証券の売却による収入  144,261  －  144,261  

   連結子会社の取得による支出  △112,675  －  △204,911  

   定期預金の払戻による収入  －  －  1,005  

   貸付による支出  －  △150,000  △50,000  

   貸付金の回収による収入  －  10,000  －  

   保証金の差入による支出  △7,490  △1,166  △153,370  

   保証金の返還による収入  66,087  5,041  180,903  

   その他  △3,033  △15,200  △3,662  

  投資活動によるキャッシュ・フロー  △394,623  △263,191  △1,504,302  

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー        

   短期借入金の純増減  －  △21,983  △346,000  

   長期借入れによる収入  －  200,000  －  

   長期借入金の返済による支出  △100,000  △103,000  △208,445  

   ファイナンス・リース債務の返済に 
よる支出 

    △18,226  △19,283  △51,902  

   株式の発行による収入  3,663,000  20,706  4,132,452  

   自己株式の取得による支出  －  －  △3,525,164  

   自己株式の処分による収入  －  427,779  －  

   配当金の支払額  △916,500  △522,793  △1,417,650  

  財務活動によるキャッシュ・フロー  2,628,273  △18,575  △1,416,709  

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 
（減少：△） 

 3,679,422  1,907,281  △748,511  

Ⅴ 現金及び現金同等物期首残高  6,905,056  6,888,620  6,905,056  

Ⅵ 株式交換による現金及び 
現金同等物の増加額 

 －  －  732,075  

Ⅶ 合併による現金及び現金同等物の増加
額 

 －  16,532  －  

Ⅷ 現金及び現金同等物中間期末（期末） 
残高 

※ 10,584,479  8,812,433  6,888,620  
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年11月１日 
至 平成17年４月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日） 

１．連結の範囲に関する事 (1)連結子会社の数 ３社 (1)連結子会社の数 ４社 (1)連結子会社の数 ５社 

  項   連結子会社名   連結子会社名   連結子会社名 

    株式会社ＨＤＡ    株式会社ＨＤＡ    株式会社ＨＤＡ 

    株式会社サンスイ    株式会社サンスイ    株式会社サンスイ 

    有限会社ホットブーム    株式会社エーシーサービス    株式会社エーシーサービス 

     株式会社ＣＨＩＮＴＡＩトラベ    株式会社エアーアンドシーサー 

    ルサービス   ビス 

   なお、株式会社エアーアンドシーサー    有限会社ホットブーム 

  ビスは、平成18年２月18日付で非連結子  株式を取得したことにより、当連結会 

  会社である株式会社エイビー・チンタイ 計年度より、株式会社サンスイ、株式会 

  と合併し、平成18年６月１日付で社名を 社エーシーサービス、株式会社エアーア 

  株式会社ＣＨＩＮＴＡＩトラベルサー ンドシーサービス、有限会社ホットブー 

  ビスに変更しました。また、有限会社ホ ムを連結の範囲に含めております。 

  ットブームは、平成18年３月31日付で株  

  式会社サンスイが吸収合併しておりま  

  す。これにより連結子会社が１社減少し  

  ております。  

 (2)非連結子会社の名称等 (2)非連結子会社の名称等 (2)非連結子会社の名称等 

   非連結子会社   非連結子会社   非連結子会社 

    株式会社エイビー・チンタイ  該当事項はありません。    株式会社エイビー・チンタイ 

   非連結子会社は小規模会社であり、    非連結子会社は小規模会社であり､ 

  総資産、売上高、中間純損益（持分   総資産、売上高、当期純損益（持分 

 に見合う額）及び利益剰余金（持分   に見合う額）及び利益剰余金（持分 

  に見合う額）はいずれも中間連結財   に見合う額）はいずれも連結財務諸 

  務諸表に重要な影響を及ぼしていな   表に重要な影響を及ぼしていないた 

  いため、連結の範囲から除外してお   め、連結の範囲から除外しておりま 

  ります。   す。 

２．持分法の適用に関する (1) 持分法適用の非連結子会社及び持 (1) 持分法適用の非連結子会社及び持 (1) 持分法適用の非連結子会社及び持 

  事項 分法適用の関連会社はありません｡ 持分法適用の関連会社はありません｡ 持分法適用の関連会社はありません｡ 

 (2) 持分法を適用していない非連結子 (2) 持分法を適用していない非連結子 (2) 持分法を適用していない非連結子 

 会社の名称等 会社の名称等 会社の名称等 

  株式会社エイビー・チンタイ  該当事項はありません。   株式会社エイビー・チンタイ 

  持分法を適用していない非連結子会   持分法を適用していない非連結子会 

 社は、中間純損益（持分に見合う額）  社は、当期純損益（持分に見合う額） 

 及び利益剰余金（持分に見合う額）等  及び利益剰余金（持分に見合う額）等 

 が中間連結財務諸表に重要な影響を及  が連結財務諸表に重要な影響を及ぼし 

 ぼしていないため連結の範囲から除外  ていないため連結の範囲から除外して 

 しております。  おります。 

３．連結子会社の中間決算  連結子会社の中間決算日は中間連結 同左  連結子会社の決算日は連結決算日と 

  日（決算日）等に関す 決算日と同一であります。  同一であります。 

  る事項    

４．会計処理基準に関する    

  事項    

(1) 重要な資産の評価基   イ．有価証券   イ．有価証券   イ．有価証券 

準及び評価方法   ・その他有価証券   ・その他有価証券   ・その他有価証券 

   （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を採用 同左 同左 

   しております。   
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年11月１日 
至 平成17年４月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日） 

   ロ．たな卸資産   ロ．たな卸資産   ロ．たな卸資産 

   ・商品   ・商品   ・商品 

    移動平均法による低価法を採用 同左 同左 

   しております   

   ・製品、仕掛品   ・製品、仕掛品   ・製品、仕掛品 

    個別法による原価法を採用して 同左 同左 

   おります。   

   ・貯蔵品   ・貯蔵品   ・貯蔵品 

    最終仕入原価法による原価法を 同左 同左 

   採用しております。   

(2) 重要な減価償却資産   イ．有形固定資産   イ．有形固定資産   イ．有形固定資産 

の減価償却の方法    定率法（但し、平成10年4月1日 同左 同左 

   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。   

    工具器具備品 3～20年   

   ロ．無形固定資産   ロ．無形固定資産   ロ．無形固定資産 

    定額法を採用しております。 同左 同左 

    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。   

(3) 重要な引当金の計上   イ．貸倒引当金   イ．貸倒引当金   イ．貸倒引当金 

   基準    売掛債権等の貸倒損失に備える 同左 同左 

   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。   

   ロ．賞与引当金   ロ．賞与引当金   ロ．賞与引当金 

    従業員に対して支給する賞与の 同左    従業員に対して支給する賞与の 

   支出に充てるため、賞与支給見込    支出に充てるため、賞与支給見込 

   額の当中間連結会計期間負担額を    額の当連結会計期間負担額を計上 

   計上しております。    しております。 

 ―――――― ――――――   ハ．退職給付引当金 

      一部の連結子会社は、従業員に対 

     する退職給付に備えるため、当連 

   結会計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。 

 ―――――― ――――――   ニ．役員退職慰労引当金 

      一部の連結子会社は、役員に対す 

     る退職慰労金支給に備えるため、内 

     規に基づく期末要支給額を計上し 

     ております。 

(4) リース取引の処理方    リース物件の所有権が借主に移 同左 同左 

   法   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。   
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年11月１日 
至 平成17年４月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日） 

(5) その他中間連結財務   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 

   諸表（連結財務諸表    消費税及び地方消費税の会計処 同左 同左 

   ）作成のための重要   理は税抜方式を採用しております。   

   な事項    

６．中間連結キャッシュ・  手許現金、随時引き出し可能な預金 同左 同左 

  フロ－計算書（連結キ 及び容易に換金可能であり、かつ、価値   

  ャッシュフロー計算書 の変動について僅少なリスクしか負わ   

  ）における資金の範囲 ない取得日から３ヶ月以内に満期日又   

 は償還期限の到来する短期的な投資か   

 らなっております。   

 

 会計方針の変更 

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

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

――――――― （固定資産の減損に係る会計基準） 

  当中間連結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 

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

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

――――――― （中間連結貸借対照表） 

  「投資有価証券」は、前中間連結会計期間末は、「投資その他の資産」に 

 含めて表示しておりましたが、当中間連結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しました。 

  なお、前中間連結会計期間末の「投資有価証券」の金額は、212,676千円で 

 あります。 
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  注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成17年４月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年４月30日） 

前連結会計年度 
（平成17年10月31日） 

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは ※１      ―――――― ※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは 

  次のとおりであります。    次のとおりであります。 

  投資有価証券（株式）  30,000千円    投資有価証券（株式）  30,000千円 

※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 

              142,296千円               272,181千円               252,176千円 

３ 偶発債務 ３ 偶発債務 ３ 偶発債務 

  保証極度相当額     100,440千円   保証極度相当額     83,048千円   保証極度相当額     76,379千円 

   保証人代行事業に係る保証極度相当額であ    保証人代行事業に係る保証極度相当額であ    保証人代行事業に係る保証極度相当額であ 

  ります。   ります。   ります。 

 

（中間連結損益計算書関係） 

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

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

前連結会計年度 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日） 

※１ 当社グループの売上高は、通常の営業の形 ※１         同左 ※１      ―――――― 

  態とし、下半期に比べ上半期の売上高の割合   

  が高く、上半期と下半期との業績に季節変動   

  があります。   

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及 ※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及 ※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及 

  び金額は次のとおりであります｡   び金額は次のとおりであります｡   び金額は次のとおりであります｡ 

  広告宣伝費        573,723千円   広告宣伝費        593,326千円   広告宣伝費       1,084,999千円 

  配送費          178,338千円   貸倒引当金繰入額      2,078千円   配送費          360,184千円 

  貸倒引当金繰入額      2,661千円   給与手当         274,120千円   貸倒引当金繰入額     12,538千円 

  賞与引当金繰入額     21,390千円   賞与引当金繰入額     40,264千円   賞与引当金繰入額     23,451千円 

  業務委託費        163,031千円    業務委託費        372,333千円 

※３       ―――――― ※３ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであり ※３ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであり 

   ます。   ます。 

   電話加入権          218千円   電話加入権          121千円 

※４ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであり ※４ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであり ※４ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであり 

  ます。   ます。   ます。 

  建物及び構築物       8,774千円   建物            1,082千円   建物            10,178千円 

   工具器具備品         251千円   ソフトウェア         555千円 

   ――――――――――――――――――   ―――――――――――――――――― 

   合計            1,333千円   合計           10,734千円 

※５       ―――――― ※５       ―――――― ※５ 連結調整勘定一括償却額は、子会社株式の 

   減損に伴い連結調整勘定を一括償却したもので 

   あります。 

 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

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

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

前連結会計年度 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日） 

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連 ※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連 ※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対 

 結貸借対照表に記載されている科目の金額との  結貸借対照表に記載されている科目の金額との  照表に記載されている科目の金額との関係 

 関係  関係  

（平成17年4月30日現在） （平成18年４月30日現在） （平成17年10月31日現在） 

  現金及び預金勘定     10,585,484千円   現金及び預金勘定      8,812,433千円 現金及び預金勘定      6,888,620千円 

  預入期間が３ヶ月を超え 
  る定期預金          △1,005千円 

  預入期間が３ヶ月を超え 
  る定期預金                   －千円 

預入期間が３ヶ月を超え 
  る定期預金                   －千円 

  ---――――――――――――――――――   ---――――――――――――――――――   ---―――――――――――――――――― 

  現金及び現金同等物    10,584,479千円   現金及び現金同等物     8,812,433千円   現金及び現金同等物     6,888,620千円 
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  （リース取引関係） 

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

前中間連結会計期間 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認め １．リース物件の所有権が借主に移転すると認め 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  られるもの以外のファイナンス・リース取引  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  (1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計  (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   額相当額及び中間期末残高相当額   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） 

有形固定資産 3,294 274 3,019 

合計 3,294 274 3,019 

 

 

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） 

有形固定資産 183,039 50,483 132,556 

無形固定資産 65,266 21,012 44,253 

合計 248,306 71,495 176,810 

 

 

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） 

有形固定資産 274,986 93,216 181,769 

無形固定資産 9,168 8,675 492 

合計 284,154 101,892 182,261 

 
 (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  (2)未経過リース料期末残高相当額 

   １年内           633千円    １年内          49,020千円    １年内          48,340千円 

   １年超           2,401千円    １年超         129,882千円    １年超         133,951千円 

   ―――――――――――――――――ー     ―――――――――――――――――ｰ    ―――――――――――――――――ー  

    合計          3,034千円     合計         178,903千円     合計         182,291千円 

 (3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利  (3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利  (3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利 

  息相当額   息相当額   息相当額 

   支払リース料         403千円    支払リース料       26,227千円    支払リース料       20,784千円 

   減価償却費相当額       325千円    減価償却費相当額     25,032千円    減価償却費相当額     20,685千円 

   支払利息相当額        33千円    支払利息相当額      1,744千円    支払利息相当額        69千円 

 (4)減価償却相当額の算定方法  (4)減価償却相当額の算定方法  (4)減価償却相当額の算定方法 

   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零 同左 同左 

  とする定額法によっております。       

 (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 同左 同左 

  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。       

２．オペレーティング・リース取引 ２．      ―----―-―- ２．オペレーティング・リース取引 

   未経過リース料     未経過リース料 

   １年内          2,266千円     １年内           190千円 

   １年超            －千円     １年超            －千円 

   ―――――――――――――――――-     ―――――――――――――――――- 

    合計          2,266千円      合計           190千円 
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  （有価証券関係） 

 前中間連結会計期間末（平成17年４月30日現在） 

 

 １．その他有価証券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

 

 ２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

(1) 子会社株式   

 非上場株式 30,000  

(2) その他有価証券   

 非上場株式 182,676  

 

 

 当中間連結会計期間末（平成18年４月30日現在） 

 

 １．その他有価証券で時価のあるもの 

   該当事項はありません。 

 

 ２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

 非上場株式 371,076  

 匿名組合出資金 300,000  

 投資事業組合出資金 380,437  

 

 

 前連結会計年度末（平成17年10月31日現在） 

 

 １．その他有価証券で時価のあるもの 

   該当事項はありません。 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

(1) 子会社株式   

 非上場株式 30,000  

(2) その他有価証券   

 非上場株式 372,436  

 匿名組合出資金 300,000  

 投資事業組合出資金 400,000  

 

 

（デリバティブ取引関係） 

 前中間連結会計期間（自 平成16年11月１日 至 平成17年４月30日）、当中間連結会計期間（自 平成17年11月

１日 至 平成18年４月30日）及び前連結会計年度（自 平成16年11月１日  至 平成17年10月31日） 

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 
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 （セグメント情報） 

   【事業の種類別セグメント情報】 

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

    及び前連結会計年度（自 平成16年11月１日 至 平成17年10月31日） 

     メディア事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメント売上高の合計及び営業利益の金額の合計額 

    に占める割合が、いずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

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

 
メディア事業  
（千円） 

システム関連
事業（千円） 

旅行事業  
（千円） 

保険代理事業  
（千円） 

保証人代行 
事業（千円） 

計      
（千円） 

消去又は全社  
（千円） 

連結     
（千円） 

売上高         

(1) 外部顧客に対する売
上高 

5,700,249 1,052,999 1,130,646 428,436 210,875 8,523,207 － 8,523,207 

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高 

－ 117,761 12,828 － － 130,589 △ 130,589 － 

 計 5,700,249 1,170,761 1,143,474 428,436 210,875 8,653,797 △ 130,589 8,523,207 

営業費用 3,088,514 1,141,276 1,117,560 133,199 242,214 5,772,764 138,395 5,861,160 

営業利益（営業損失△） 2,611,735 29,484 25,914 295,237 △ 31,339 2,931,032 △ 268,985 2,662,046 

（注）１．事業区分の方法 

  事業は、サービスの種類及び性質により区分しております。 

２．各区分に属する主要なサービス 

事業区分 主要なサービス 

情報誌「CHINTAI」、インターネット・サイト及び携帯電話向け情報サービス 
メディア事業 

を媒体とする広告掲載サービス等 

システム開発・運営、保守メンテナンス、機器ソフト販売、不動産会社の基 
システム関連事業 

幹システム構築及びグループウエア運用等 

旅行事業 海外旅行航空チケットの販売、海外アパートメント・ホテルの紹介等 

保険代理事業 入居者保険の販売代理 

保証人代行事業 賃貸住宅の保証人代行 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は260,995千円であります。その

主なものは提出会社の管理部門等に係る費用であります。 

 

【所在地別セグメント情報】 

    前中間連結会計期間（自 平成16年11月１日 至 平成17年４月30日）、当中間連結会計期間（自 平成

17年11月１日 至 平成18年４月30日）及び前連結会計年度（自 平成17年11月１日 至 平成18年10月

31日） 

     本邦以外の国又は地域に存在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

   【海外売上高】 

    前中間連結会計期間（自 平成16年11月１日 至 平成17年４月30日）、当中間連結会計期間（自 平成

17年11月１日 至 平成18年４月30日）及び前連結会計年度（自 平成16年11月１日 至 平成17年10月

31日） 

     海外売上高が、連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 
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  （１株当たり情報） 

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

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

前連結会計年度 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日） 

１株当たり純資産額  １株当たり純資産額  １株当たり純資産額 

44,560円 07銭  19,297円 91銭  16,758円 93銭  

１株当たり中間純利益金額  １株当たり中間純利益金額   １株当たり当期純利益金額 

5,656円 08銭  3,038円 97銭  3,794円 04銭  

潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額 潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 

5,535円 24銭  2,969円 42銭  3,625円 77銭  

 当社は平成17年６月20日付で株式１株につき２   当社は平成17年６月20日付で株式１株につき２ 

株の株式分割を行っております。  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場合の   なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定 

当中間連結会計期間における１株当たり情報は、  した場合の前連結会計年度末における１株当たり 

後発事象に記載のとおりであります。  情報は、下記のとおりであります。 

  

１株当たり純資産額 15,570円99銭 

１株当たり当期純利
益金額 

5,147円13銭 

 

 (注) １株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後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。 

 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年11月１日 
至 平成17年４月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日） 

１株当たり中間（当期）純利益金額       

中間（当期）純利益金額（千円） 1,444,675   1,606,669   1,983,429   

普通株主に帰属しない金額（千円） －   －   7,800   

（うち利益処分による役員賞与金） （－）  （－）  （7,800）  

普通株式に係る中間（当期）純利益金額 
（千円） 

1,444,675   1,606,669   1,975,629   

期中平均株式数（株） 255,420    528,688   520,719   

       

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） 5,576           12,383    24,167   

 （うち新株予約権） （5,576）         （12,383）  （24,167）  

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整 平成17年１月27日定時株主総会決 平成17年１月27日定時株主総会決 平成17年１月27日定時株主総会決 

後１株当たり中間（当期）純利益の算定に 議ストックオプション（新株予約 議ストックオプション（新株予約 議ストックオプション（新株予約 

含めなかった潜在株式の概要 権）普通株式2,050株 権）普通株式10,520株 権）普通株式10,800株 
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  （重要な後発事象） 

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

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

前連結会計年度 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日） 

（株式交換） ―――――― ―――――― 

 当社は、さらなる業容拡大と事業基盤の拡充を   

期し、平成17年5月31日開催の取締会において、株   

式会社エーシーサービスを当社の完全子会社（100   

％子会社）とすることを決議し、同日、株式交換   

契約書を締結いたしました。   

(1) 株式交換の方法及び内容   

 当社は、株式会社エーシーサービスに対して、    

平成17年８月１日をもって株式交換を行い、当社    

は、株式会社エーシーサービスの完全親会社とな    

ります。    

① 株式交換比率    

 外部機関の算定結果を踏まえ、当社と株式会社    

エーシーサービスの両者間の協議により、株式会    

社エーシーサービス株式１株に対し、当社株式5.7    

株を割当交付することに決定いたしました。    

 上記の株式交換比率は、当社の普通株式１株を    

２株にする株式分割（分割基準日：平成17年４月    

30日、効力発生日：平成17年６月20日）を考慮し    

た数値であります。    

② 株式交換により発行する新株式数    

 普通株式 25,080株    

③ 株式交換交付金     

 株式交換交付金はありません。     

(2) 株式交換の日程     

 平成17年５月31日 株式交換契約書承認取     

 締役会     

 平成17年５月31日 株式交換契約書の締結     

 平成17年６月30日 株式交換承認株主総会     

 平成17年８月１日 株式交換の日     

(3) 株式会社エーシーサービスの概要     

代表者 代表取締役社長 北原 直樹     

資本金  220百万円     

住所   東京都港区     

事業内容 損害保険代理、システム開発     

業績（平成17年3月期）     

 売上高 1,952百万円     

 経常利益 683百万円     

 当期純利益  369百万円     

資産、負債及び資本の状況（平成17年3月31日現在）     

 資産合計 2,595百万円     

 負債合計 1,878百万円     

 資本合計  717百万円     
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前中間連結会計期間 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年４月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日） 

（株式分割） ―――――― ―――――― 

 平成17年３月15日開催の取締役会の決議に基づ   

き、下記のとおり株式分割による新株式の発行を   

しております。   

（1）平成17年６月20日をもって普通株式１株を２   

株に分割いたします。   

 ① 分割により増加する株式数   

   普通株式 257,000株   

 ② 分割方法   

   平成17年４月30日付をもって最終の株主名   

  簿及び実質株主名簿に記載または記録され   

  た株主の所有普通株式１株につき、２株の割   

  合をもって分割いたします。   

（2）配当起算日   

  平成17年５月１日   

  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   

 及び当期首に行われたと仮定した場合の当中間   

 連結会計期間における１株当たり情報は、それ   

 ぞれ下記のとおりであります。   

当中間連結会計期間 前連結会計年度 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

22,280円04銭 15,570円99銭 

  

１株当たり中間純利
益金額 

１株当たり当期純利
益金額 

2,828円04銭 5,147円13銭 

  

潜在株式調整後１株
当たり中間純利益金
額 

潜在株式調整後１株
当たり当期純利益金
額 

2,767円62銭 － 
 

  

 

 

 


