
 

平成19年３月期 第１四半期財務・業績の概況(連結) 
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上場会社名 株式会社クロップス (コード番号：9428名証セントレックス) 
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 代表者役職・氏名 代表取締役社長   前田 博史  

問合せ先 責任者役職・氏名 取締役管理部門担当 小林 正明 (TEL：(052)588－5640) 

 

１. 四半期財務情報の作成等に係る事項 
① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無   ：有 

(内容)法人税等の計上基準は簡便的な方法を採用しております。 
② 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ：無 
③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無       ：無 

 
２. 平成19年３月期第１四半期財務・業績の概況（平成18年４月１日～平成18年６月30日） 
 (1) 経営成績（連結）の進捗状況 （百万円未満切捨）
 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期(当期)純利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

平成19年3月期第1四半期 4,192 ( 6.9) 222 (10.4) 223 (12.9) 104 (16.0)

平成18年3月期第1四半期 3,923 ( －) 201 ( －) 198 ( －) 89 ( －)

（参考）平成18年３月期 17,427 771 762 360 

 

 
１株当たり四半期 
(当期)純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
(当期)純利益 

 円 銭 円 銭

平成19年3月期第1四半期 10 24 9 67 

平成18年3月期第1四半期 19 07 ― ― 

（参考）平成18年３月期 36 44 34 37 

(注)１.売上高には消費税等は含まれておりません。 

２.売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年四半期増減率を示しております。 

３.前年同四半期のパーセント表示については、前々年に四半期開示を行っていないため、記載しておりませ

ん。 

４.当第１四半期の財務諸表等については、名古屋証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開

示等に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に

基づく中央青山監査法人の四半期財務諸表に対する手続きを受けております。 

 

［経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等］ 
当第１四半期（平成18年４月１日～平成18年６月30日）の業績は、売上高4,192百万円（前年同期比

6.9％増）、営業利益222百万円（前年同期比10.4％増）、経常利益223百万円（前年同期比12.9％増）、

四半期純利益104百万円（前年同期比16.0％増）となりました。 

 

移動体通信事業におきましては、主に新規販売でツーカーからの同番変更による顧客の獲得が当初

の見込み以上であり、機種変更による販売も引き続き堅調に推移いたしました。この結果、当第１四

半期の売上高は2,349百万円（前年同期比17.5％増）となりました 

営業利益につきましては、従業員の採用に関するコストが大幅に増加したものの、販売の好調さが

寄与したことにより営業利益は132百万円（前年同期比33.4％増）となりました。 

 

人材活用事業におきましては、人材派遣における前年の愛知万博関連の売上減少を前連結会計年度

末に営業を譲受けた特定労働者派遣部門の売上がカバーしたことにより、ほぼ前年並みであったもの

の、ビルメンテナンスで前連結会計年度において実施した不採算部門の見直し等により当第１四半期

の売上高は1,843百万円（前年同期比4.2％減）となりました。 

営業利益につきましては、ビルメンテナンスにおける収益性の改善が図れたものの、人材派遣にお

ける人件費や派遣スタッフ募集にかかる費用が増加したこと等により、営業利益は86百万円（前年同

期比11.1％減）となりました。 
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(2) 財政状態（連結）の変動状況 （百万円未満切捨）
 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭

平成19年3月期第1四半期 4,603 1,827 36.3 179 84

平成18年3月期第1四半期 3,854 918 23.9 195 47

（参考）平成18年３月期 5,243 1,600 30.5 157 48

 
 【連結キャッシュ・フローの状況】 （百万円未満切捨）
 

 
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 
 百万円 百万円 百万円 百万円

平成19年3月期第1四半期 190 8 △374 1,040 

平成18年3月期第1四半期 △121 △29 156 907 

（参考）平成18年３月期 284 △393 421 1,215 

 

［財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等］ 
① 財政状態の変動状況 

当第１四半期末における総資産は、4,603百万円となり、前連結会計年度末と比べて640百万円の
減少となりました。これは主に受取手形及び売掛金が減少したことによるものであります。 
負債合計は、2,776百万円となり、前連結会計年度末と比べて715百万円の減少となりました。これ

は主に、短期借入金の返済、買掛金の減少及び前期決算における法人税の支払等によるものであり
ます。 

② キャッシュ・フローの状況 
当第１四半期末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、1,040百万円となり、前連結

会計年度末に比べ175百万円の減少となりました。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
営業活動の結果獲得した資金は、190百万円となりました。 
これは主に売上債権の減少465百万円に加え、220百万円の税金等調整前第１四半期純利益の計上等

といった増加要因により資金が増加したものであります。 
   （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果獲得した資金は、８百万円となりました。 
これは主にａｕショップ桑名星川店の移転及び店舗用地取得等の有形固定資産の取得による支出が

124百万円あったものの貸付金の回収による収入が127百万円あったこと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、374百万円となりました。 
これは主に短期借入金の全額返済400百万円によるものであります。 

 
○添付資料 
四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

以 上 
[参考] 
平成19年３月期の連結業績予想（平成18年４月1日～平成19年３月31日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 

中間期 8,815 362 168 

通期 19,000 780 386 

(参考) １株当たり予想当期純利益(通期) 37円99銭 

 
※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。実際の実績等は、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。 

 
[業績予想に関する定性的情報等] 

業績予想につきましては概ね予想通りに推移しており、現時点においては、本年５月19日の決算発表
時業績予想からの変更はありません。 
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１. 四半期連結貸借対照表 

 

  
当第１四半期 

連結会計期間末 

前第１四半期 

連結会計期間末 
増減 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

  (平成18年６月30日) (平成17年６月30日)  (平成18年３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) 金額(千円) 

構成比

（％）

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

 １ 現金及び預金  1,040,167 907,983  1,215,663

 ２ 受取手形及び売掛金  1,265,140 1,187,901  1,730,498

 ３ たな卸資産  738,546 454,287  674,723

 ４ 繰延税金資産  136,697 148,345  136,904

 ５ その他  59,112 46,909  183,094

   貸倒引当金  △1 △1  △21

   流動資産合計  3,239,663 70.4 2,745,425 71.2 494,238 3,940,863 75.2

Ⅱ 固定資産   

 １ 有形固定資産 ※１  

  (1) 建物及び構築物  456,402 416,792  448,557

  (2) 土地  251,207 ―  182,068

  (3) その他  104,308 224,210  87,215

   有形固定資産合計  811,918 17.6 641,002 16.6 170,915 717,841 13.7

 ２ 無形固定資産  23,523 0.5 19,189 0.5 4,334 20,152 0.3

 ３ 投資その他の資産   

  (1) 投資有価証券  225,560 141,290  256,576

  (2) 繰延税金資産  41,542 28,388  41,911

  (3) 保証金  197,994 189,029  204,314

  (4) その他  63,087 90,247  61,777

   投資その他の資産 

   合計 
 528,185 11.5 448,955 11.7 79,229 564,579 10.8

   固定資産合計  1,363,626 29.6 1,109,147 28.8 254,478 1,302,573 24.8

   資産合計  4,603,289 100.0 3,854,572 100.0 748,717 5,243,436 100.0
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当第１四半期 

連結会計期間末 

前第１四半期 

連結会計期間末 
増減 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

  (平成18年６月30日) (平成17年６月30日)  (平成18年３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) 金額(千円) 

構成比

（％）

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

 １ 支払手形及び買掛金  876,321 453,384  1,159,516

 ２ 短期借入金  ― 250,000  400,000

 ３ 一年以内返済予定の 

長期借入金 
 238,273 332,378  213,366

４ 未払金  520,465 485,622  601,066

 ５ 未払法人税等  96,044 85,560  132,803

 ６ 賞与引当金  284,904 339,284  258,592

 ７ 役員賞与引当金  ― ―  2,000

 ８ その他  282,200 271,560  247,670

   流動負債合計  2,298,209 49.9 2,217,791 57.5 80,418 3,015,015 57.5

Ⅱ 固定負債   

 １ 長期借入金  362,212 481,695  344,626

 ２ 繰延税金負債  21,430 10,188  34,372

 ３ 退職給付引当金  82,515 70,923  78,020

 ４ 役員退職慰労引当金  10,690 14,514  18,970

 ５ その他  1,080 1,080  1,080

   固定負債合計  477,927 10.4 578,401 15.0 △100,474 477,068 9.1

   負債合計  2,776,136 60.3 2,796,193 72.5 △20,056 3,492,083 66.6

     (少数株主持分)   

  少数株主持分  ― ― 139,633 3.6 ― 151,287 2.9

(資本の部)       

Ⅰ 資本金  ―      85,887  2.2 ― 231,427 4.4

Ⅱ 資本剰余金  ―          66,018  1.7 ― 291,548 5.6

Ⅲ 利益剰余金  ―      752,253 19.6 ― 1,023,238 19.5

Ⅳ その他有価証券評価差額金  ―     14,587 0.4 ― 53,851 1.0

資本合計  ― 918,746   23.9 ― 1,600,065 30.5

負債、少数株主持分 

及び資本合計 
 ― ― 3,854,572 100.0 ― 5,243,436 100.0

    (純資産の部)     

Ⅰ 株主資本   

１ 資本金  231,427 5.0 ― ― ― ― ―

 ２ 資本剰余金  291,548 6.3 ― ― ― ― ―

３ 利益剰余金  1,112,038 24.2 ― ― ― ― ―

株主資本合計  1,635,014 35.5 ― ― ― ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等   

１ その他有価証券評価差額金  35,408 0.8 ― ― ― ― ―

評価・換算差額等合計  35,408 0.8 ― ― ― ― ―

Ⅲ 少数株主持分  156,731 3.4 ― ― ― ― ―

   純資産合計  1,827,153 39.7 ― ― ― ― ―

   負債純資産合計  4,603,289 100.0 ―      ―          ―       ―   ―
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２.四半期連結損益計算書 

 

  
当第１四半期 

連結会計期間 

前第１四半期 

連結会計期間 

前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 

  
(自 平成18年４月１日

  至 平成18年６月30日)

(自 平成17年４月１日

  至 平成17年６月30日)

増  減 
(自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３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) 金額(千円) 

百分比

（％）

Ⅰ 売上高  4,192,833 100.0 3,923,220 100.0     269,612    17,427,831   100.0

Ⅱ 売上原価  3,241,988 77.3 3,063,659 78.1     178,328    13,892,507    79.7

   売上総利益  950,845 22.7 859,561 21.9    91,283     3,535,323    20.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 728,753 17.4 658,458 16.8      70,295     2,763,552    15.9

   営業利益  222,091 5.3 201,103 5.1      20,988       771,771    4.4

Ⅳ 営業外収益       

 １ 受取利息  339 182         1,019     

 ２ 受取配当金  1,523 1,145          1,520 

３ 保険金収入  484 ―  ― 

４ 助成金収入  468 ―  ― 

５ 保険事務手数料  ― 360  1,471 

 ６ 消費税等免税益  ― ―  23,787 

 ７ その他  1,135 370  1,835 

営業外収益合計  3,951 0.1 2,058 0.1 1,893 29,634 0.2

Ⅴ 営業外費用    

 １ 支払利息  2,015 2,611  8,305 

 ２ 新株発行費償却  ― ―  10,979 

 ３ 株式公開費用  ― 2,200  19,408 

 ４ その他  179 91  255 

営業外費用合計  2,195 0.1 4,902 0.1 △2,707 38,948 0.2

経常利益  223,848 5.3 198,259 5.1 25,589 762,457 4.4

Ⅵ 特別利益    

 １ 貸倒引当金戻入益  20 903  1,972 

 ２ 金及び地金の売却益  ― ―  9,308 

特別利益合計  20 0.0 903 0.0 △883 11,281 0.1

Ⅶ 特別損失    

 １ 固定資産売却損 ※２ ― ―  495  

 ２ 固定資産除却損 ※３ 3,435 5,354  21,991 

 ３ 関係会社株式売却損  ― ―  74,500 

４ 営業権償却  ― ―  27,000 

 ５ 役員退職金  ― 5,000  5,000 

 ６ その他  ― ―  8,469 

特別損失合計  3,435 0.1 10,354 0.3 △6,918 137,457 0.8

   税金等調整前 

   四半期(当期)純利益 
 220,433 5.2 188,808 4.8 31,624 636,281 3.7

法人税、住民税及び 

事業税 
※４ 108,212 2.5 86,034 2.2 22,178 250,867 1.4

   少数株主利益  8,180 0.2 13,098 0.3 △4,917 25,055 0.2

   四半期(当期)純利益  104,039 2.5 89,675 2.3 14,364 360,358 2.1
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３.四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 

  当第１四半期連結会計期間 前第１四半期連結会計期間 
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18年４月１日

 至 平成18年６月30日)

(自 平成17年４月１日 

 至 平成17年６月30日) 

(自 平成17年４月１日

 至 平成18年３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   

 １ 税金等調整前四半期(当期)純利益  220,433 188,808 636,281

 ２ 減価償却費  16,475 14,187 60,246

 ３ 貸倒引当金の減少額  △20 △903 △884

４ 賞与引当金の増加額（△減少額）  26,312 40,344 △40,347

５ 役員賞与引当金の増加額（△減少額）  △2,000 ― 2,000

６ 退職給付引当金の増加額  4,495 6,104 13,200

７ 役員退職慰労引当金の増加額（△減少額）  △10,060 1,644 6,100

 ８ 受取利息及び受取配当金  △1,862 △1,327 △2,539

 ９ 支払利息  2,015 2,611 8,305

 10 金及び地金売却益  ― ― △9,308

 11 関係会社株式売却損  ― ― 74,500

 12 営業権償却  ― ― 27,000

 13 固定資産売却損  ― ― 495

14 固定資産除却損  2,635 4,718 18,905

 15 売上債権の減少額（△増加額）  465,358 310,059 △232,538

 16 たな卸資産の増加額  △63,823 △20,583 △241,019

17 仕入債務の増加額（△減少額）  △283,194 △479,653 226,478

18 役員賞与の支払額  ― △3,325 △3,325

 19 その他  △44,877 △64,670 △6,889

    小計  331,886 △1,982 536,661

 20 利息及び配当金の受取額  661 500 1,521

 21 利息の支払額  △1,916 △2,650 △8,444

 22 法人税等の支払額  △140,168 △117,264 △244,945

  営業活動によるキャッシュ・フロー  190,463 △121,397 284,792

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

 １ 有形固定資産の取得による支出  △124,033 △26,684 △154,250

 ２ 有形固定資産の売却による収入  ― ― 100

 ３ 関係会社株式の取得による支出  ― ― △212,000

 ４ 関係会社株式の売却による収入  ― ― 137,500

 ５ 投資有価証券の取得による支出  ― ― △49,384

 ６ 貸付による支出  △210 ― △127,500

７ 貸付金の回収による収入  127,500 ― ―

 ８ 保証金の支払による支出  △1,135 △3,488 △21,266

 ９ 保証金の返還による収入  8,965 300 1,793

 10 金及び地金の売却による収入  ― ― 37,730

 11 その他  △2,647 364 △5,729

  投資活動によるキャッシュ・フロー  8,438 △29,507 △393,007

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

 １ 短期借入金の純増減額  △400,000 100,000 250,000

 ２ 長期借入による収入  100,000 170,000 270,000

 ３ 長期借入金の返済による支出  △57,507 △106,417 △462,498

 ４ 株式の発行による収入  ― ― 371,070

 ５ 配当金の支払額  △14,153 △4,700 △4,700

 ６ 少数株主への配当金の支払額  △2,737 △2,737 △2,737

  財務活動によるキャッシュ・フロー  △374,398 156,145 421,134

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（△減少額）  △175,495 5,240 312,919

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,215,663 903,743 903,743

Ⅵ 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額  ― △1,000 △1,000

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 ※１ 1,040,167 907,983 1,215,663
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四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 
 当第１四半期連結会計期間

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

前第１四半期連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 連結の範囲に関す

る事項 

 

（イ）連結子会社の数 ３社 

すべての子会社を連結

しております。 

連結子会社名 

   ㈱クロップス・クルー

    ㈱クロップス・クリエ

イト、いすゞビルメン

テナンス㈱ 

 

 

 

 

 

（イ）連結子会社の数 ３社 

連結子会社名 

   ㈱クロップス・クルー

    ㈱クロップス・クリエ

イト、いすゞビルメン

テナンス㈱ 

なお、㈱オーウッズ

は、現在清算手続中で

あるため、連結の範囲

から除外しておりま

す。 

 

（ロ）非連結子会社名 

㈱オーウッズ 

（連結の範囲から除い

た理由）   

㈱オーウッズは、現

在清算手続中である

ため、連結の範囲か

ら除外しておりま

す。 

   

（イ）連結子会社の数 ３社 

すべての子会社を連結

しております。 

連結子会社名 

   ㈱クロップス・クルー

    ㈱クロップス・クリエ

イト、いすゞビルメン

テナンス㈱ 

前連結会計年度におい

て連結子会社であった

㈱オーウッズは、平成

17年８月に清算結了し

たため、連結の範囲か

ら除外しております。

２ 持分法の適用に関

する事項 

 

持分法適用会社はありませ

ん。 

非連結子会社及び関連会社

がないため、該当事項はあ

りません。 

 

 

 

持分法を適用していない非

連結子会社１社（㈱オーウ

ッズ）は、現在清算手続中

であるため、持分法の適用

範囲から除外しておりま

す。 

なお、関連会社はありませ

ん。 

 

持分法適用会社はありませ

ん。 

非連結子会社及び関連会社

がないため、該当事項はあ

りません。 

３ 連結子会社の事業

年度等に関する事

項 

連結子会社の第１四半期決

算日は第１四半期連結決算

日に一致しております。 

 

同左 連結子会社の決算日は、連

結決算日と一致しておりま

す。 
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 当第１四半期連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年６月30日) 

前第１四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

４ 会計処理基準に関

する事項 

（１）重要な資産の

評価基準及び評

価方法 

 

 

（イ）有価証券 

   その他有価証券 

    時価のあるもの 

第１四半期末日の

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、

移動平均法により

算出しておりま

す。） 

    時価のないもの 

移動平均法による

原価法 

 

 

 

（イ）有価証券 

    同左 

 

 

（イ）有価証券 

その他有価証券 

    時価のあるもの 

決算期末日の市場

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、移動

平均法により算出

しております。）

    時価のないもの 

移動平均法による

原価法 

 （ロ）デリバティブ取引によ

り生じる正味の債権及

び債務 

    時価法 

 

（ロ）デリバティブ取引によ

り生じる正味の債権及

び債務 

    同左 

（ロ）デリバティブ取引によ

り生じる正味の債権及

び債務 

    同左 

 （ハ）たな卸資産 

商品 

総平均法による原価

法 

 

（ハ）たな卸資産 

商品 

    同左 

（ハ）たな卸資産 

商品 

    同左 

（２）重要な減価償

却資産の減価

償却の方法 

（イ）有形固定資産 

主に定率法 

   ただし､平成10年4

月1日以降取得し

た建物（建物附属

設備は除く）につ

いては定額法。 

なお、耐用年数に

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。 

 

（イ）有形固定資産 

同左 

 

（イ）有形固定資産 

同左 
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 当第１四半期連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年６月30日) 

前第１四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

 （ロ）無形固定資産 

定額法 

ただし､ソフトウ

ェア（自社利用

分）については、

社内における利用

期間（５年）に基

づく定額法。 

なお、耐用年数に

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。 

（ロ）無形固定資産 

同左 

（ロ）無形固定資産 

定額法 

ただし、ソフトウ

ェア（自社利用

分）については、

社内における利用

期間（５年）に基

づく定額法。 

なお、耐用年数に

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。 

また、営業権につ

いては、取得時の

費用として一括償

却処理しておりま

す。 

 

（３）重要な引当金

の計上基準 

 

（イ）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。 

 

（イ）貸倒引当金 

同左 

（イ）貸倒引当金 

同左 

 （ロ）賞与引当金 

従業員に対して支給す

る賞与の支出に充てる

ため、支給見込額に基

づき当第１四半期連結

会計期間負担額を計上

しております。 

 

（ロ）賞与引当金 

同左 

（ロ）賞与引当金 

従業員に対して支給す

る賞与の支出に充てる

ため、支給見込額に基

づき当連結会計年度負

担額を計上しておりま

す。 
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 当第１四半期連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

前第１四半期連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 （ハ）役員賞与引当金 

一部の連結子会社は、

役員に対する賞与の支

給に備えるため、支給

見込額を計上しており

ます。 

なお、当第１四半期連

結会計期間において

は、支給見込額を合理

的に算定することがで

きないため計上してお

りません。 

 

（ハ）役員賞与引当金 （ハ）役員賞与引当金 

一部の連結子会社は、

役員に対する賞与の支

給に備えるため、支給

見込額を計上しており

ます。 

（追加情報） 

「役員賞与の会計処理

に関する当面の取扱

い」（企業会計基準委

員会 実務対応報告第

13号 平成16年３月９

日）に基づき、当連結

会計年度から発生時に

費用処理しておりま

す。この結果、従来の

方法と比べて、営業利

益、経常利益及び税金

等調整前当期純利益が

2,000千円減少してお

ります。 

 

 （ニ）退職給付引当金 

   一部の連結子会社は､

従業員の退職給付に備

えるため､当第１四半

期連結会計期間末にお

ける退職給付債務の見

込額に基づき計上して

おります。 

 

（ニ）退職給付引当金 

   同左 

 

（ニ）退職給付引当金 

   一部の連結子会社は､

従業員の退職給付に備

えるため､当連結会計

年度末における退職給

付債務の見込額に基づ

き計上しております。

 （ホ）役員退職慰労引当金 

   一部の連結子会社は､

役員の退職慰労金の支

出に備えるため､内規

に基づく当第１四半期

連結会計期末要支給額

を計上しております。

 

（ホ）役員退職慰労引当金 

   同左 

（ホ）役員退職慰労引当金 

一部の連結子会社は､

役員の退職慰労金の支

出に備えるため､内規

に基づく期末要支給額

を計上しております。

（４）重要なリース

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 
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 当第１四半期連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年６月30日) 

前第１四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

（５）重要なヘッジ

会計の方法 

 

（イ）ヘッジ会計の方法 

金利スワップについ

て特例処理を採用し

ております。 

 

（ロ）ヘッジ手段とヘッジ対

象 

ヘッジ手段…金利スワッ

プ取引 

ヘッジ対象…借入金利息

 

（ハ）ヘッジ方針 

借入金の金利変動リ

スクを回避する目的

で金利スワップ取引

を行っております。

 

（ニ）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

ておりますので、有

効性の評価を省略し

ております。 

 

（イ）ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

 

（ロ）ヘッジ手段とヘッジ対

象 

同左 

 

 

 

（ハ）ヘッジ方針 

同左 

 

 

 

 

（ニ）ヘッジ有効性評価の方

法 

同左 

 

（イ）ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

 

（ロ）ヘッジ手段とヘッジ対

象 

同左 

 

 

 

（ハ）ヘッジ方針 

同左 

 

 

 

 

（ニ）ヘッジ有効性評価の方

法 

同左 

 

（６）その他連結財

務諸表作成の

ための重要な

事項 

 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の

会計処理は、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 

５ 四半期連結キャッ

シュ・フロー計算

書（連結キャッシ

ュ・フロー計算

書）における資金

の範囲 

四半期連結キャッシュ・フ

ロー計算書における資金

（現金及び現金同等物）

は、手許現金、要求払預金

及び取得日から３ヶ月以内

に満期日の到来する流動性

の高い、容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負

わない短期的な投資からな

っております。 

 

同左 連結キャッシュ・フロー計

算書における資金（現金及

び現金同等物）は、手許現

金、要求払預金及び取得日

から３ヶ月以内に満期日の

到来する流動性の高い、容

易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅

少なリスクしか負わない短

期的な投資からなっており

ます。 
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四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

前第１四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

当第１四半期連結会計期間より

「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準委

員会 平成17年12月９日 企業会計

基準第５号）及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準委員会 

平成17年12月９日 企業会計基準適

用指針第８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。 

なお、従来の「資本の部」の合計に

相当する金額は、1,670,422千円で

あります。 

  

（固定資産の減損による会計基準）

「固定資産の減損に係る会計基

準」（「固定資産の減損に係る

会計基準の設定に係る意見書」

（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日企業会計基準適用指

針第６号）が平成17年４月１日

以後に開始する連結会計年度か

ら適用されることとなったこと

に伴い、当第１四半期連結会計

期間から同会計基準及び同会計

指針を適用しております。 

なお、この変更に伴う損益に

与える影響はありません。 

 

（固定資産の減損による会計基準）

「固定資産の減損に係る会計基

準」（「固定資産の減損に係る

会計基準の設定に係る意見書」

（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日企業会計基準適用指

針第６号）が平成17年４月１日

以後に開始する連結会計年度か

ら適用されることとなったこと

に伴い、当連結会計年度から同

会計基準及び同会計指針を適用

しております。 

なお、この変更に伴う損益に

与える影響はありません。 

（ストック・オプション等に関する

会計基準） 

 当第１四半期連結会計期間より

「ストック・オプション等に関する

会計基準」（企業会計基準委員会 

平成17年12月27日 企業会計基準第

８号）及び「ストック・オプション

等に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月27日 企業会計基準適用指針第11

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。 
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表示方法の変更 

 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

前第１四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日) 

（連結貸借対照表） 

前第１四半期連結会計期間において有形固定資産

「その他」に含めて表示しておりました「土地」（前

第１四半期連結会計期間143,242千円）は、総資産の

100分の５を超えることとなったため、当第１四半期

連結会計期間より区分掲記しております。 

 

 

（連結損益計算書） 

前第１四半期連結会計期間において独立掲記してお

りました「保険事務手数料」（当第１四半期連結会計

期間 349千円）は、営業外収益の総額の100分の10以

下であるため、当第１四半期連結会計年度においては

営業外収益の「その他」に含めて表示しております。

 

 

 

 

 

 

注記事項 

(第１四半期連結貸借対照表関係) 

 

当第１四半期連結会計期間末 
(平成18年６月30日) 

前第１四半期連結会計期間末 
(平成17年６月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

   343,569千円 

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

  344,914千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

329,522千円 
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(第１四半期連結損益計算書関係) 

 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

前第１四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主

要なもの 

役員報酬及び給料手当 289,629千円

賞与引当金繰入額 48,351千円

退職給付費用 1,107千円

役員退職慰労引当金繰入額 1,320千円

地代家賃 75,410千円
 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主

要なもの 

役員報酬及び給料手当 281,239千円

賞与引当金繰入額 39,322千円

退職給付費用 4,481千円

役員退職慰労引当金繰入額 1,644千円

地代家賃 68,936千円
 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主

要なもの 

役員報酬及び給料手当 1,109,112千円

賞与引当金繰入額 90,070千円

退職給付費用 6,459千円

役員退職慰労引当金繰入額 6,100千円

地代家賃 278,486千円
 

※２ 固定資産売却損の内訳 

 

※２ 固定資産売却損の内訳 

  

※２ 固定資産売却損の内訳 

有形固定資産 その他   495千円

 

※３ 固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物         3,104千円 

有形固定資産 その他     246千円 

投資その他の資産 その他 84千円 

 合  計         3,435千円 

※３ 固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物         4,918千円

有形固定資産 その他     435千円

 合  計       5,354千円

   

※３ 固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物        17,002千円

有形固定資産 その他   4,989千円

  合  計       21,991千円

※４ 法人税等の取扱 

第１四半期における税金費用

は簡便法により算定してお

り、法人税等調整額は「法人

税、住民税及び事業税」に含

めております。 

 

※４ 法人税等の取扱 

同左 

 

 

※４ 法人税等の取扱 

 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

前第１四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 現金及び現金同等物の第１四半

期末残高と第１四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

（平成18年６月30日現在） 

現 金 及 び 預 金 1,040,167千円 

現金及び現金同等物 1,040,167千円 
 

※１ 現金及び現金同等物の第１四半

期末残高と第１四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

    （平成17年６月30日現在）

現 金 及 び 預 金 907,983千円 

現金及び現金同等物 907,983千円 
 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高

と連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

 

    （平成18年３月31日現在）

現 金 及 び 預 金 1,215,663千円 

現金及び現金同等物 1,215,663千円 
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(リース取引関係) 

 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

前第１四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３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 リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び四

半期期末残高相当額 

 機械装置

及び運搬

具 

合計 

取得価額相

当額 

  千円 

2,794 

  千円 

2,794 

減価償却累

計額相当額 
2,162 2,162 

四半期末残

高相当額 
  632   632 

 

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四

半期末残高相当額 

 機械装

置及び

運搬具

工具器

具及び

備品 

合計 

取得価

額相当

額 

  千円

2,794

  千円

28,355

  千円

31,150

減価償

却累計

額相当

額 

1,663 23,058 24,721

四半期

末残高

相当額

  1,131    5,297  6,429

 

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期

末残高相当額 

 機械装

置及び

運搬具 

工具器

具及び

備品 

合計 

取得価

額相当

額 

  千円 

2,794 

  千円 

18,703 

  千円

21,498

減価償

却累計

額相当

額 

2,037 18,256 20,293

期末残

高相当

額 

  757    447  1,204

 
② 未経過リース料四半期末残高相

当額 

       １年以内      364千円 

１年超       －千円 

合 計      364千円 

 

② 未経過リース料四半期末残高相

当額 

       １年以内     6,546千円 

１年超      364千円 

合 計     6,911千円 

② 未経過リース料期末残高相当額

       １年以内   1,185千円 

１年超      －千円 

合 計    1,185千円 

③ 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

支払リース料        821千円 

減価償却費相当額    572千円 

支払利息相当額        9千円 

 

③ 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

支払リース料       2,230千円

減価償却費相当額   2,150千円

支払利息相当額        51千円

③ 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

支払リース料        8,003千円

減価償却費相当額   7,374千円

支払利息相当額      128千円

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。 

 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

⑤ 利息相当額の算定方法 

利息相当額は、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、各期の配分方法について

は、利息法によっておりま

す。 

 

⑤ 利息相当額の算定方法 

同左 

⑤ 利息相当額の算定方法 

同左 
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(有価証券関係) 

１ その他有価証券で時価のある有価証券 

当第１四半期連結会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前第１四半期連結会計期間末 
（平成17年６月30日） 

前連結会計年度末 
（平成18年３月31日） 

区分 取得原価 
 

（千円） 

第１四半
期連結決
算日にお
ける連結
貸借対照
表計上額 
（千円） 

差額 
 

(千円) 

取得原価
 

（千円）

第１四半
期連結決
算日にお
ける連結
貸借対照
表計上額
（千円）

差額 
 

(千円) 

取得原価 
 

（千円） 

連結決算
日におけ
る連結貸
借対照表
計上額 
（千円） 

差額 
 

(千円) 

その他有価証券  
 

  

株  式 160,449 220,060 59,610 111,065 135,790 24,724 160,449 251,076 90,626

合  計 160,449 220,060 59,610 111,065 135,790 24,724 160,449 251,076 90,626

 

２ 時価評価されていない有価証券       

当第１四半期連結会計期間末
(平成18年６月30日) 

前第１四半期連結会計期間末
(平成17年６月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

区分  第１四半期連結貸借対照表
計上額 
（千円） 

第１四半期連結貸借対照表
計上額 
（千円） 

連結貸借対照表計上額 
（千円） 

その他有価証券 

非上場株式  5,500

 

5,500 5,500

 

合 計 5,500 5,500 5,500

 

(デリバティブ取引関係) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

当第１四半期連結会計期間末（平成18年６月30日） 

該当事項はありません。 

なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除い

ております。 

 

前第１四半期連結会計期間末（平成17年６月30日） 

該当事項はありません。 

なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除い

ております。 

 

前連結会計年度末（平成18年３月31日） 

該当事項はありません。 

なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除い

ております。 
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（ストック・オプション関係） 

当第１四半期連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年６月30日） 

 該当事項はありません。 

 

（セグメント情報） 

１ 事業の種類別セグメント情報 

当第１四半期連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年６月30日) 

 
   

移動体通信事業
(千円) 

   
人材活用事業

(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 

2,349,717 1,843,116 4,192,833 － 4,192,833

（２）セグメント間の内部
売上高又は振替高 

－ 48,451 48,451 (48,451) －

計 2,349,717 1,891,567 4,241,285 (48,451) 4,192,833

営業費用 2,216,734 1,804,899 4,021,634       (50,892) 3,970,741

営業利益 132,983     86,667 219,651 2,440 222,091

(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主なサービス 

（１）移動体通信事業……携帯端末の販売及び附帯サービス全般。 

（２）人材活用事業………労働者派遣法に基づく一般労働者派遣、特定労働者派遣、業務請負、職業安定

法に基づく有料職業紹介、ビルメンテナンス事業等。 

３ 営業費用のうち配賦不能営業費用はありません。 

 

前第１四半期連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年６月30日) 

 
   

移動体通信事業
(千円) 

   
人材活用事業

(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 

1,999,785 1,923,435 3,923,220 － 3,923,220

（２）セグメント間の内部
売上高又は振替高 

－ 32,781 32,781 (32,781) －

計 1,999,785 1,956,217 3,956,002 (32,781) 3,923,220

営業費用 1,900,112 1,858,698 3,758,811       (36,693) 3,722,117

営業利益 99,672 97,518 197,190 3,912 201,103

(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主なサービス 

（１）移動体通信事業……携帯端末の販売及び附帯サービス全般。 

（２）人材活用事業………労働者派遣法に基づく一般労働者派遣、業務請負、職業安定法に基づく有料職

業紹介、ビルメンテナンス事業等。 

３ 営業費用のうち配賦不能営業費用はありません。 
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前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

 
   

移動体通信事業
(千円) 

   
人材活用事業

(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 

9,648,898 7,778,932 17,427,831 － 17,427,831

（２）セグメント間の内部
売上高又は振替高 

－ 136,392 136,392  (136,392)    －

計 9,648,898 7,915,324 17,564,223 (136,392) 17,427,831

営業費用 9,149,967 7,648,484 16,798,451  (142,392)  16,656,059

営業利益 498,931 266,840 765,771  6,000 771,771

(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主なサービス 

（１）移動体通信事業……携帯端末の販売及び附帯サービス全般。 

（２）人材活用事業………労働者派遣法に基づく一般労働者派遣、業務請負、職業安定法に基づく有料職

業紹介、ビルメンテナンス事業等。 

３ 営業費用のうち配賦不能営業費用はありません。 

 

２ 所在地別セグメント情報 

当第１四半期連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年６月30日) 

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社および在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

前第１四半期連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年６月30日) 

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社および在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社および在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

３ 海外売上高 

当第１四半期連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年６月30日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

前第１四半期連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年６月30日)  

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 
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(１株当たり情報) 

 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

前第１四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 179円84銭 
 

１株当たり純資産額 195円47銭
 

１株当たり純資産額 157円48銭
 

１株当たり四半期純利益 10円24銭 
 

１株当たり四半期純利益 19円07銭
 

１株当たり当期純利益 36円44銭
 

潜在株式調整後１株当た
四半期純利益 り

 
9円67銭 

潜在株式調整後１株当た
四半期純利益 り

 
－

潜在株式調整後１株当た
当期純利益 り

 
34円37銭

当社は、平成17年11月21日付で１株

につき２株の割合をもって株式分割

を行っております。 

当該株式分割が前期首に行われたと

仮定した場合の前第１四半期連結会

計期間における１株当たり情報につ

いては、以下のとおりであります。 

 

前第１四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日） 

１株当たり純資産額 

97円73銭 

１株当たり当期純利益 

9円53銭 

潜在株式調整後１株当た

り四半期純利益 

― 
 

なお、潜在株式調整後１株当たり第

１四半期純利益については、新株予

約権の残高はありますが、当社は非

上場であり、かつ店頭登録もしてい

ないため期中平均株価が把握できま

せんので記載しておりません。 

当社は、平成17年11月21日付で１株

につき２株の割合をもって株式分割

を行っております。 

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

下のとおりであります。 

 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１株当たり純資産額 

88円48銭 

１株当たり当期純利益 

37円64銭 

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益 

― 
 

(注) １株当たり四半期(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益の算定上の基礎 

 

 
当第１四半期連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日)

前第１四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年６月30日)

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日)

連結損益計算書上の第１四半期（当

期）純利益（千円） 
104,039 89,675 360,358

普通株式に係る第１四半期（当期）

純利益（千円） 
104,039 89,675 360,358

普通株主に帰属しない金額の主要な

内訳（千円） 
― ― ―

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ―

普通株式の期中平均株式数（千株） 10,160 4,700 9,887

第１四半期（当期）純利益調整額

（千円） 
― ― ―

潜在株式調整後１株当たり第１四半

期（当期）純利益の算定に用いられ

た普通株式増加数の主要な内訳（千

円） 

新株予約権 

593 ― 595

普通株式増加数（千円） 593 ― 595

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株当たり第１四半期（当

期）純利益の算定に含まれなかった

潜在株式の概要 

―
新株予約権（新株予約権
の数341,500個） 

―
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(重要な後発事象) 

 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

前第１四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社株式は、平成17年８月11日に

株式会社名古屋証券取引所セントレ

ックス市場へ上場いたしました。上

場に当り、平成17年７月12日及び平

成17年７月22日開催の取締役会にお

いて、下記のとおり新株式の発行を

決議し、平成17年８月10日に払込が

完了いたしました。 

 この結果、同日付で資本金は

231,427千円、発行済株式総数は

5,080,000株となっております。 

 

①募集方法 

一般募集（ブックビルディング方

式による募集） 

②発行する株式の種類及び数 

普通株式   380,000株 

③発行価格 

 １株につき1,050円 

一般募集はこの価格にて行いまし

た。 

④引受価額 

976円50銭 

この価額は当社が引受人より１株

当たりの新株式払込金として受取

った金額であります。 

なお、発行価格と引受価額との差

額の総額は、引受人の手取金とな

ります。 

⑤発行価額 

１株につき765円（資本組入額383

円） 

⑥発行価額の総額 

 290,700千円 

⑦払込金額の総額 

371,070千円 

⑧資本組入額の総額 

145,540千円 

⑨払込期日 

平成17年８月10日 

⑩配当起算日 

平成17年４月１日 

⑪資金の使途 

財務体質を健全にするため、借入

金の返済及び運転資金に充当する

予定であります。 
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