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平成 18 年 10 月期   個別中間財務諸表の概要 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 中間配当制度の有無   有 

中間配当支払開始日 平成18年７月13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                                    （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   ％ 

5,700   3.5 

5,508   2.5 

百万円   ％ 

2,348   0.4 

2,339  △5.1 

百万円   ％ 

2,434   4.8 

2,321  △5.5 

17年10月期 9,939      3,552     3,526      
 

 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   ％ 

1,480   1.7 

1,456  △0.0 

円   銭 

2,800   69 

2,851   23 

 

17年10月期 1,947     3,740   90  
(注)①期中平均株式数  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 

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 

  ④17年４月中間期の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) 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 

800  00 

975  00 

円  銭 

― 

― 

17年10月期 ―     1,975  00 

 

(3) 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 

11,879    

13,236    

百万円 

10,136    

11,462    

％ 

85.3  

86.6  

円   銭 

19,014   94 

22,300   61 

17年10月期 10,123    8,730    86.2  16,699   80 

(注)①期末発行済株式数 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 

②期末自己株式数  18年４月中間期  17,245株  17年４月中間期  ―  株         17年10月期  27,079株 

  ③17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。 

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 

10,288    

百万円 

3,575    

百万円 

2,074    

円  銭 

800  00 

円  銭 

1,600  00 

(参考)１株当たり予想当期純利益（通期） 3,703円57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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 添付資料 

 個別中間財務諸表 

（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  10,515,961  7,733,535  6,073,115  

 ２．売掛金  539,277  578,040  564,957  

 ３．たな卸資産  54,048  35,045  57,320  

 ４．その他  213,363  525,238  416,199  

   貸倒引当金  △ 2,061  △ 1,384  △ 3,259  

  流動資産合計  11,320,588 85.5 8,870,475 74.7 7,108,334 70.2 

Ⅱ 固定資産        

 １．有形固定資産 ※１ 171,229 1.3 172,358 1.4 162,763 1.6 

 ２．無形固定資産        

  (1) 商標権  580,178  500,158  540,168  

  (2) その他  487,264  410,016  451,851  

  無形固定資産合計  1,067,443 8.1 910,174 7.7 992,019 9.8 

 ３．投資その他の資産        

  (1) 投資有価証券  －  1,471,023  1,410,585  

  (2) その他  681,628  460,159  454,630  

    貸倒引当金  △ 4,520  △ 4,463  △ 4,421  

  投資その他の資産合計  677,108 5.1 1,926,718 16.2 1,860,794 18.4 

  固定資産合計  1,915,780 14.5 3,009,252 25.3 3,015,576 29.8 

  資産合計  13,236,369 100.0 11,879,728 100.0 10,123,910 100.0 
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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  161,390  174,166  182,872  

 ２．一年以内返済予定長期 
   借入金 

 200,000  200,000  200,000  

 ３．未払法人税等  899,990  1,011,000  579,000  

 ４．賞与引当金  23,295  27,209  24,906  

 ５．その他 ※２ 277,770  321,930  298,996  

  流動負債合計  1,562,446 11.8 1,734,306 14.6 1,285,774 12.7 

Ⅱ 固定負債        

 １．長期借入金  200,000  －  100,000  

 ２．その他  11,409  8,500  7,600  

  固定負債合計  211,409 1.6 8,500 0.1 107,600 1.1 

  負債合計  1,773,856 13.4 1,742,806 14.7 1,393,374 13.8 

        

（資本の部）        

Ⅰ 資本金  1,825,000 13.8 2,070,079 17.4 2,059,726 20.3 

Ⅱ 資本剰余金        

 １．資本準備金  2,586,485  3,165,016  3,154,663  

  資本剰余金合計  2,586,485 19.5 3,165,016 26.6 3,154,663 31.2 

Ⅲ 利益剰余金        

 １．利益準備金  7,500  7,500  7,500  

 ２．任意積立金  504,130  502,872  504,130  

 ３．中間(当期)未処分利益  6,539,397  6,636,417  6,529,680  

  利益剰余金合計  7,051,027 53.3 7,146,790 60.2 7,041,310 69.5 

Ⅳ 自己株式  － － △ 2,244,964 △18.9 △ 3,525,164 △34.8 

  資本合計  11,462,512 86.6 10,136,921 85.3 8,730,535 86.2 

  負債資本合計  13,236,369 100.0 11,879,728 100.0 10,123,910 100.0 
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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 ※１ 5,508,685 100.0 5,700,249 100.0 9,939,957 100.0 

Ⅱ 売上原価  1,303,413 23.7 1,395,689 24.5 2,582,457 26.0 

   売上総利益  4,205,272 76.3 4,304,559 75.5 7,357,499 74.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,865,814 33.9 1,955,636 34.3 3,804,527 38.3 

   営業利益  2,339,458 42.4 2,348,923 41.2 3,552,972 35.7 

Ⅳ 営業外収益 ※２ 3,544 0.1 112,928 2.0 6,478 0.1 

Ⅴ 営業外費用 ※３ 21,097 0.3 27,689 0.5 32,556 0.3 

   経常利益  2,321,905 42.2 2,434,162 42.7 3,526,894 35.5 

Ⅵ 特別利益 ※４ 100,673 1.8 1,832 0.0 99,405 1.0 

Ⅶ 特別損失 ※５ 8,774 0.2 16 0.0 324,666 3.3 

   税引前中間（当期）純 
   利益 

 2,413,804 43.8 2,435,978 42.7 3,301,633 33.2 

   法人税、住民税及び事 
   業税 

 875,635 15.9 997,275 17.5 1,386,236 13.9 

   法人税等調整額  81,644 1.5 △ 41,990 △ 0.8 △ 32,560 △0.3 

   中間（当期）純利益  1,456,524 26.4 1,480,693 26.0 1,947,956 19.6 

   前期繰越利益  5,082,873  6,008,144  5,082,873  

   自己株式処分差損  －  852,420  －  

   中間配当額  －  －  501,150  

   中間（当期）未処分利益  6,539,397  6,636,417  6,529,680  
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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) 有価証券 (1) 有価証券 (1) 有価証券 

  子会社株式及び関連会社株式  子会社株式及び関連会社株式  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 同左 同左 

   しております。   

  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 同左 同左 

    用しております。   

 (2) たな卸資産 (2) たな卸資産 (2) 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  製品  製品 

    個別法による原価法を採用して 同左 同左 

   おります。   

  仕掛品  仕掛品  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 

    最終仕入原価法を採用しており 同左 同左 

   ます。   

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

    定率法（ただし、平成10年４月 同左 同左 

   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、主な耐用年数は下記のと   

   おりであります。   

    工具器具備品 3～20年   

 (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。 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。   
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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） 

３．引当金の会計基準 (1) 貸倒引当金 (1) 貸倒引当金 (1) 貸倒引当金 

    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、貸倒懸念債権等につ   

   いては、個別に回収可能性を勘案   

   し、回収不能見込み額を計上して   

   おります。   

 (2) 賞与引当金 (2) 賞与引当金 (2) 賞与引当金 

    従業員の賞与金の支出に備えて 同左    従業員の賞与金の支出に備えて 

   賞与支給見込額の当中間会計期間    賞与支給見込額の当期負担額を計 

   負担額を計上しております。    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 同左 同左 

   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。   

５．その他中間財務諸表（財務諸  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 

 表）作成のための基本となる重    消費税及び地方消費税の会計処 同左 同左 

 要な事項   理は、税抜方式によっております。   

 

  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） 

――---――― （中間貸借対照表） 

  「投資有価証券」は、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、当中間期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、前中間期末の「投資有価証券」の金額は 392,675千円であります。 

 

 会計処理の変更 

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） 

――---――― （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。 
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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 ※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 

130,285千円 196,153千円 167,067千円 

※２ 消費税等の取扱い ※２ 消費税等の取扱い ※２       ―――――― 

   仮払消費税及び仮受消費税等は、相殺のう 同左  

  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。   

   

 

  （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年30日） 

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

前事業年度 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10年31日） 

※１ 当社の売上高は、通常の営業の形態として、 ※１ ※１       ―――――― 

  下半期に比べて上半期の売上高の割合が高く 同左  

  上半期と下半期との業績に季節変動がありま   

  す。   

※２ 営業外収益の主要項目 ※２ 営業外収益の主要項目 ※２ 営業外収益の主要項目 

    受取利息 266千円     受取利息 1,873千円     受取利息 1,246千円 

     受取配当金 100,000千円  

※３ 営業外費用の主要項目 ※３ 営業外費用の主要項目 ※３ 営業外費用の主要項目 

    支払利息 6,981千円     支払利息 4,315千円     支払利息 12,067千円 

※４ 特別利益の主要項目 ※４       ―――――― ※４       ―――――― 

    投資有価証券売却益 99,261千円    

※５       ―――――― ※５       ―――――― ※５ 特別損失の主要項目 

      投資有価証券評価損    144,999千円 

      関係会社株式評価損 169,995千円 

 ６ 減価償却実施額  ６ 減価償却実施額  ６ 減価償却実施額 

    有形固定資産 24,183千円     有形固定資産 29,397千円     有形固定資産 60,965千円 

    無形固定資産 122,902千円     無形固定資産 134,399千円     無形固定資産 252,896千円 
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（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） 

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．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) 

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 3,294 933 2,360 

合計 3,294 933 2,360 

  

  

 

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 3,294 603 2,690 

合計 3,294 603 2,690 

  
(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年超 2,401千円

合計 3,034千円
  

 
１年内 649千円

１年超 1,752千円

合計 2,401千円
  

 
１年内 641千円

１年超 2,079千円

合計 2,720千円
  

(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、減価償却費相当額及び支払利息

相当額 

(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 403千円 

減価償却費相当額 325千円 

支払利息相当額 33千円 
  

  
支払リース料 350千円

減価償却費相当額 329千円

支払利息相当額 31千円
  

  
支払リース料 754千円 

減価償却費相当額 655千円 

支払利息相当額 69千円 
  

(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．      ―――-―-―- 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年超 －千円

合計 2,266千円
  

  
１年内             190千円  

１年超              －千円  

合計             190千円  
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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）、当中間会計期間末（平成18年４月30日現在）及び前事業年

度末（平成17年10月31日現在）のいずれにおいても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。 

 

（デリバティブ取引関係） 

 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）、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）及び前事業年度（自 平成16年11月１日 至 平成17年10月31日）のいず

れにおいても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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（１株当たり情報） 

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株当たり純資産額 44,601円22銭

１株当たり中間純利益金
額 

5,702円47銭

  

 
１株当たり純資産額 19,014円94銭

１株当たり中間純利益金
額 

2,800円69銭

  

 
１株当たり純資産額 16,699円80銭

１株当たり当期純利益金
額 

3,740円90銭

  

潜在株式調整後１株当た
り中間純利益金額 

5,580円64銭

 なお、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。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、後発事象に記載

のとおりであります。 

潜在株式調整後１株当た
り中間純利益金額 

2,736円60銭

 

潜在株式調整後１株当た
り当期純利益金額 

3,574円98銭

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。 

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末におけ

る１株当たり情報は、下記のとおりであ

ります。 

１株当たり純資産額 15,568円27銭 

１株当たり当期純利
益 

5,144円21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株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（千円）     1,456,524     1,480,693     1,947,956 

普通株主に帰属しない金額（千円）        －        －        － 

（うち利益処分による役員賞与金）       （－）       （－）       （－） 

普通株式に係る中間（当期）純利益（千円）     1,456,524     1,480,693     1,947,956 

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 平成17年１月27日定時株 平成17年１月27日定時株 

後１株当たり中間（当期）純利益の算定に 主総会決議ストックオプ 主総会決議ストックオプ 主総会決議ストックオプ 

含めなかった潜在株式の概要 ション（新株予約権）普 ション（新株予約権）普 ション（新株予約権）普 

 通株式 2,050株 通株式  10,520株 通株式  10,800株 
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  （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） 

（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日開催の取締役会において、   

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） 

（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日付をもって普通株式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なわれたと仮定   

  した場合の前中間会計期間及び前事業年度に   

  おける１株当たり情報及び当期首に行なわれ   

  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、ぞれぞれ下記のとおりで   

  あります。   

当中間会計期間   

 １株当たり純資産額 22,300円61銭   

 １株当たり中間純利益金額 2,851円24銭   

 潜在株式調整後１株当たり 
 中間純利益 

2,790円32銭   

前中間会計期間    

 １株当たり純資産額 13,927円55銭   

 １株当たり中間純利益金額 
3,620円52銭 

 
  

前事業年度    

 １株当たり純資産額 15,568円28銭   

 １株当たり当期純利益金額 5,144円21銭   

   

 


