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１．平成18年６月中間期の業績（平成18年１月１日～平成18年６月30日）

(1)経営成績 （百万円未満切捨表示）

 売上高 営業利益 経常利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年６月中間期 7,494 60.6 1,456 114.9 1,459 113.3

17年６月中間期 4,666 △3.7 677 31.3 684 30.7

17 年 12 月期 10,846 17.0 1,808 103.2 1,813 102.9

 中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

 百万円 ％ 円 銭

18年６月中間期 793 110.3 1,720 02

17年６月中間期 377 7.0 3,260 10

17 年 12 月期 1,019 76.2 8,816 68

（注）①期中平均株式数 18年６月中間期 461,332株 17年６月中間期 115,728株 17年12月期 115,606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

 ④平成18年２月１日付をもって、普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行っております。なお、平成18年12
月期中間の１株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益は、期首に株式分割が
行われたものとして計算しております。

(2)財政状態  

 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

18年６月中間期 10,372 7,850 75.7 17,017 43

17年６月中間期 9,499 6,615 69.6 57,163 30

17 年 12 月期 10,156 7,444 73.3 64,549 23

（注）①期末発行済株式数 18年６月中間期 461,332株 17年６月中間期 115,728株 17年12月期 115,333株

 ②期末自己株式数 18年６月中間期 15,308株 17年６月中間期 3,432株 17年12月期 3,827株

２．平成18年12月期の業績予想（平成18年１月１日～平成18年12月31日）  

 売上高 経常利益 当期純利益

  百万円  百万円  百万円

通　期   14,460   2,840   1,510

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 3,273円13銭

３．配当状況

・現金配当  １株当たり配当金（円）

中間期末 期末 その他 年間

17年12月期 － 2,700 － 2,700

18年12月期（実績） － － －
850

18年12月期（予想） － 850 －

※　上記記載の業績予想数値は、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、不確定な要素を含んでおりま

す。なお、上記の予想の前提条件その他の関連する事項については、中間決算短信（連結）添付資料の７ページをご

参照ください。



１．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６月30日)

当中間会計期間末
(平成18年６月30日)

前事業年度の要約貸借対照表
(平成17年12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   4,380,647   4,490,062   4,561,153  

２．売掛金   1,463,922   2,305,072   1,955,959  

３．たな卸資産   28,468   3,468   12,591  

４．繰延税金資産   100,368   228,437   151,606  

５．その他   509,679   369,688   239,031  

６．貸倒引当金   △700   △30,000   △30,000  

流動資産合計   6,482,387 68.2  7,366,729 71.0  6,890,343 67.8

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産           

有形固定資産   759,129   897,532   837,524  

減価償却累計額   444,866   562,305   504,136  

　有形固定資産合計   314,263   335,227   333,387  

２．無形固定資産           

(1)ソフトウェア   472,532   338,749   408,329  

(2)その他   11,511   11,951   12,489  

　無形固定資産合計   484,043   350,700   420,819  

３．投資その他の資産           

(1)投資有価証券   1,619,140   1,945,162   2,073,426  

(2)その他   599,747   374,894   438,880  

投資その他の資産合
計

  2,218,887   2,320,057   2,512,306  

固定資産合計   3,017,194 31.8  3,005,985 29.0  3,266,513 32.2

資産合計   9,499,581 100.0  10,372,715 100.0  10,156,856 100.0

           

－ 1 －



  
前中間会計期間末
(平成17年６月30日)

当中間会計期間末
(平成18年６月30日)

前事業年度の要約貸借対照表
(平成17年12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   283,308   700,104   466,275  

２．短期借入金   850,000   －   －  

３．１年内返済予定長期
借入金

  566,000   185,000   468,000  

４．未払法人税等   －   611,263   834,554  

５．品質保証引当金   70,000   212,000   125,000  

６．役員賞与引当金   －   －   40,500  

７．賞与引当金   －   196,000   －  

８．事業整理損失引当金   30,052   －   －  

９．その他   899,826   617,662   777,870  

流動負債合計   2,699,187 28.4  2,522,030 24.3  2,712,200 26.7

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金   185,000   －   －  

固定負債合計   185,000 2.0  － 0.0  － 0.0

負債合計   2,884,187 30.4  2,522,030 24.3  2,712,200 26.7

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   1,421,815 15.0  － －  1,421,815 14.0

Ⅱ　資本剰余金           

１．資本準備金   2,495,772   －   2,495,772  

資本剰余金合計   2,495,772 26.2  － －  2,495,772 24.6

Ⅲ　利益剰余金           

１．利益準備金   27,748   －   27,748  

２．任意積立金   3,716   －   3,716  

３．中間（当期）未処分
利益

  3,331,993   －   3,973,969  

利益剰余金合計   3,363,459 35.4  － －  4,005,435 39.4

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

  297,204 3.1  － －  577,610 5.7

Ⅴ　自己株式   △962,857 △10.1  － －  △1,055,978 △10.4

資本合計   6,615,394 69.6  － －  7,444,656 73.3

負債・資本合計   9,499,581 100.0  － －  10,156,856 100.0

           

－ 2 －



  
前中間会計期間末
(平成17年６月30日)

当中間会計期間末
(平成18年６月30日)

前事業年度の要約貸借対照表
(平成17年12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
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   － －  1,421,815 13.7  － －

２．資本剰余金           

 (1) 資本準備金  －   2,495,772   －   

 資本剰余金合計   － －  2,495,772 24.1  － －

３．利益剰余金           

 (1) 利益準備金  －   27,748   －   

 (2) その他利益剰余
     金

          

 　  特別償却準備金  －   2,121   －   

 　  繰越利益剰余金  －   4,457,666   －   

 利益剰余金合計   － －  4,487,536 43.3  － －

４．自己株式   － －  △1,055,978 △10.2  － －

株主資本合計   － －  7,349,146 70.9  － －

Ⅱ　評価・換算差額等           

その他有価証券評
価差額金

  － －  501,537 4.8  － －

評価・換算差額等合
計

  － －  501,537 4.8  － －

純資産合計   － －  7,850,684 75.7  － －

負債純資産合計   － －  10,372,715 100.0  － －

           

－ 3 －



② 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12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   4,666,356 100.0  7,494,086 100.0  10,846,252 100.0

Ⅱ　売上原価   2,424,176 52.0  4,309,152 57.5  5,509,786 50.8

売上総利益   2,242,179 48.0  3,184,934 42.5  5,336,465 49.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費           

１．役員報酬  85,226   85,059   165,464   

２．給与及び賞与  724,426   753,561   1,451,172   

３．研修費  73,360   45,517   103,017   

４．研究開発費  167,428   141,294   676,260   

５．減価償却費  66,085   70,094   135,747   

６．採用費  26,171   148,155   94,944   

７．その他  421,767 1,564,466 33.5 485,127 1,728,811 23.1 901,052 3,527,660 32.5

営業利益   677,712 14.5  1,456,123 19.4  1,808,805 16.7

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  10,017   878   6,415   

２．受取配当金  600   2,876   2,268   

３．為替差益  1,581   1,668   3,176   

４．その他  1,394 13,594 0.3 563 5,986 0.1 4,737 16,597 0.1

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  5,647   2,131   10,121   

２．その他  1,199 6,847 0.1 39 2,171 0.0 1,526 11,647 0.1

経常利益   684,459 14.7  1,459,938 19.5  1,813,755 16.7

Ⅵ　特別利益           

１．投資有価証券売却益  569,110 569,110 12.2 － － － 569,114 569,114 5.2

Ⅶ　特別損失           

１．固定資産除却損  ※１ 1,584   －   1,584   

２．投資有価証券評価損  122,947   －   122,947   

３．事業整理損失引当金
　　繰入額

 30,052   －   －   

４．契約解約損失  12,249   －   12,249   

５．ソフトウェア償却費  357,769   －   357,769   

６．ソフトウェア除却損  62,564   －   62,564   

７．貸倒引当金繰入額  －   －   30,000   

８．事業整理損  －   －   13,050   

９．役員退職慰労金  － 587,169 12.6 20,000 20,000 0.3 － 600,167 5.5

税引前中間(当期)純利
益

  666,400 14.3  1,439,938 19.2  1,782,702 16.4

法人税、住民税及び事
業税

 392,841   603,881   939,602   

法人税等調整額  △103,725 289,115 6.2 42,555 646,437 8.6 △176,160 763,441 7.0

中間（当期）純利益   377,284 8.1  793,500 10.6  1,019,260 9.4

前期繰越利益   2,954,709   －   2,954,709  

中間（当期）未処分利
益

  3,331,993   －   3,973,969  

－ 4 －



③中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自平成18年１月１日　至平成18年６月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

資本準備金
資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計特別償却準

備金
繰越利益剰
余金

平成17年12月31日　残高

（千円）
1,421,815 2,495,772 2,495,772 27,748 3,716 3,973,969 4,005,435 △1,055,978 6,867,045

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当      △311,399 △311,399  △311,399

特別償却準備金の取崩     △1,595 1,595 －  －

中間純利益      793,500 793,500  793,500

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額）
         

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
－ － － － △1,595 483,696 482,101 － 482,101

平成18年６月30日　残高

（千円）
1,421,815 2,495,772 2,495,772 27,748 2,121 4,457,666 4,487,536 △1,055,978 7,349,146

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成17年12月31日　残高

（千円）
577,610 577,610 7,444,656

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当   △311,399

特別償却準備金の取崩   －

中間純利益   793,500

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額）
△76,072 △76,072 △76,072

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△76,072 △76,072 406,028

平成18年６月30日　残高

（千円）
501,537 501,537 7,850,684

－ 5 －



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17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1)有価証券

(イ)子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(1)有価証券

(イ)子会社株式及び関連会社株式

同　左

(1)有価証券

(イ)子会社株式及び関連会社株式

同　左

 (ロ)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（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）

(ロ)その他有価証券

時価のあるもの

同　左

(ロ)その他有価証券

時価のあるもの

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

動平均法により算定）

 時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同　左

時価のないもの

同　左

 (2)たな卸資産

商品及び製品

総平均法による低価法

(2)たな卸資産

商品及び製品

同　左

(2)たな卸資産

商品及び製品

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

取得価額が10万円以上20万円未

満の減価償却資産については、

３年間で均等償却しております。

なお、主な耐用年数は次の通り

であります。

(1)有形固定資産

同　左

(1)有形固定資産

同　左

 建物　　　　 ３～31年

器具及び備品 ３～10年

  

 (2)無形固定資産

(イ)自社利用のソフトウェア

社内における利用可能期間(５

年) に基づく定額法

(2)無形固定資産

(イ)自社利用のソフトウェア

同　左

(2)無形固定資産

(イ)自社利用のソフトウェア

同　左

 (ロ)市場販売目的のソフトウェア

見込販売数量に基づく償却額と

見込販売可能有効期間(３年) 

に基づく定額法のいずれか大き

い額を償却する方法

(ロ)市場販売目的のソフトウェア

同　左

(ロ)市場販売目的のソフトウェア

同　左

 (ハ)その他

定額法 

(ハ)その他

同　左

(ハ)その他

　同　左

－ 6 －



項目
前中間会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

３．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金

債権の貸倒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)品質保証引当金

技術革新の著しいオープンシス

テムのコンサルテーション又は

システム開発業務（ＩＴコンサ

ルティングサービス）について

は、契約時ないし決算時には予

見不能な問題解決のための役務

の提供が不可避的に発生する

ケースがあります。当社は、Ｉ

Ｔコンサルティングサービスに

関して顧客に満足していただけ

る品質水準を保証するため、こ

の役務提供を無償で実施する場

合があります。そこで、ＩＴコ

ンサルティングサービスについ

て、売上計上後の追加原価の発

生に備えるため、過去の実績に

基づき算出した発生見積額を品

質保証引当金として計上してお

ります。

(2)品質保証引当金

同　左

(2)品質保証引当金

同　左

 (3)事業整理損失引当金

関係会社等の事業整理により、

当社が負担することとなる損失

に備えるため、各事業の状態を

勘案し、個別に当該損失見込額

を計上しております。

─────────  ─────────

  ─────────  ───────── (4)役員賞与引当金 

役員賞与の支払に充てるため、

当事業年度に負担すべき支給見込

額を計上しております。

  ─────────

 

(5)賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の支

払に充てるため、当中間会計期間

に負担すべき支給見込額を計上し

ております。

 ─────────
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

４．売上高及び売上原価の計

上方法

売上高のうち、ＩＴコンサルティン

グサービス売上については、各プロ

ジェクト毎に売上原価を発生基準で

認識し、これに対応する売上を原価

進捗率 (プロジェクト別の見積総原

価に対する実際発生原価の割合) に

応じて認識する方法 (進行基準) に

よっております。

同　左 同　左

５．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

６．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。なお、

仮受消費税等と仮払消費税等は相殺

のうえ、流動負債の「その他」に含

めて表示しております。

消費税等の会計処理

 同　左

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

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17年１月１日
至 平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日）

前事業年度
（自 平成17年１月１日
至 平成17年12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。 

──────

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準）

　当中間会計期間から、「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

基準第５号　平成17年12月９日）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」（企業会計基準適用指針第８

号　平成17年12月９日）を適用しております。

従来の資本の部の合計に相当する金額は

7,850,684千円であります。

──────

────── （株主資本等変動計算書に関する会計基準）

　当中間会計期間から、「株主資本等変動計

算書に関する会計基準」（企業会計基準第６

号　平成17年12月27日）及び「株主資本等変

動計算書に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第９号　平成17年12月27

日）を適用しております。 

──────
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表示方法の変更

前中間会計期間

（自 平成17年１月１日

至 平成17年６月30日）

当中間会計期間

（自 平成18年１月１日

至 平成18年６月30日）

 ────── (中間貸借対照表)

「未払法人税等」は、前中間会計期間末まで流動負債の「その他」に

含めて表示しておりましたが、当中間会計期間末において負債及び純

資産の合計額の100分の５を超えたため、区分掲記しました。

なお、前中間会計期間末の「未払法人税等」は410,214千円であります。

追加情報

前中間会計期間
（自 平成17年１月１日
至 平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日）

前事業年度
（自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日）

────── （賞与引当金）

　当中間会計期間から会社業績に応じて支給

する賞与の具体的な計算基準を新設し、当中

間会計期間に負担すべき賞与引当金の計上額

を合理的に計算できることとなったため、支

給見込額を賞与引当金としております。

この計上により営業利益、経常利益及び税金

等調整前中間純利益が196,000千円減少してお

ります。

──────

────── ────── （役員賞与引当金）

　役員賞与は従来、利益処分により利益剰余

金の減少として処理することとしておりまし

たが、「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）に基づき、当事業年度より発生時

に費用として処理しております。

この結果、前事業年度と比較して、販売費及

び一般管理費が40,500千円増加し、営業利益、

経常利益及び税引前当期純利益が同額減少し

ております。 

────── ────── （法人税における外形標準課税部分の計上につ

いて）

　「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

業年度より外形標準課税制度が導入されたこ

とに伴い、当事業年度から「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。 
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注記事項

（中間損益計算書関係）

項目
前中間会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

※１．固定資産除却損の内訳    

建物 264千円 － 264千円 

器具及び備品 1,320千円   － 1,320千円 

 ２．減価償却実施額    

有形固定資産 51,314千円    58,517千円               113,950千円

無形固定資産        493,960千円               82,492千円               574,328千円

（中間株主資本等変動計算書関係）

 自己株式の種類及び株式数に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：株）

区分
前事業年度末

株式数

当中間会計期間

増加株式数

当中間会計期間

減少株式数
当中間会計期間末株式数

 普通株式　（注） 3,827 11,481 － 15,308

 　　　　合計 3,827 11,481 － 15,308

 （注）普通株式の自己株式数の増加11,481株は、株式分割（平成18年２月１日付）によるものであります。
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（リース取引関係）

前中間会計期間

（自　平成17年１月１日

至　平成17年６月30日）

当中間会計期間

（自　平成18年１月１日

至　平成18年６月30日）

前事業年度

（自　平成17年１月１日

至　平成17年12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

46,246 33,523 12,723

 
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

17,893 8,552 9,341

 
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

30,595 23,870 6,725

(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     16,445千円

１年超      155千円

合計      16,600千円

１年内       3,769千円

１年超       5,611千円

合計       9,381千円

１年内   4,108千円

１年超     2,660千円

合計     6,768千円

(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      12,711千円

減価償却費相当額      12,650千円

支払利息相当額    287千円

支払リース料       3,367千円

減価償却費相当額       3,328千円

支払利息相当額       89千円

支払リース料    20,956千円

減価償却費相当額    20,296千円

支払利息相当額       376千円

(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 ２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料  

１年内 2,591千円

１年超  －千円

合計  2,591千円

未経過リース料  

１年内      43千円

１年超  －千円

合計       43千円

未経過リース料 

１年内      785千円

１年超      －千円

合計         785千円
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（有価証券関係）

前中間会計期間末（平成17年６月30日）、当中間会計期間末（平成18年６月30日）及び前事業年度末（平成17年12月31日）における子

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。

（１株当たり情報）

前中間会計期間

（自　平成17年１月１日

至　平成17年６月30日）

当中間会計期間

（自　平成18年１月１日

至　平成18年６月30日）

前事業年度

（自　平成17年１月１日

至　平成17年12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

    57,163円 30銭           17,017円   43銭             64,549円 23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

    3,260円 10銭          1,720円   02銭           8,816円 68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、潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

潜在株式調整後１株当たり中間純利益

         1,708円   24銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

          8,812円 33銭

 　当社は、平成18年２月１日付で株式１株につき

４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、それぞれ

以下の通りとなります。

前中間会計期間 前事業年度

１株当たり純資産額

　　　　14,290円83銭

１株当たり純資産額

　　　　16,137円31銭 

１株当たり中間純利益額

　　　 　  815円02銭

１株当たり当期純利益額

　　　　 2,204円17銭 

潜在株式調整後１株

当たり中間当期純利益

　　　　　　　　  －

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益

　　　　 2,203円08銭 

 

 

 
  

　　　（注）１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

 

前中間会計期間

(自　平成17年１月１日

至　平成17年６月30日)

当中間会計期間

(自　平成18年１月１日

至　平成18年６月30日)

前事業年度

(自　平成17年１月１日

至　平成17年12月31日)

１株当たり中間（当期）純利益    

　 中間（当期）純利益（千円） 377,284 793,500 1,019,260

 　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（千円） 377,284 793,500 1,019,260

　 期中平均株式数（株） 115,728 461,332 115,606

    

 潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益    

   中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

   普通株式増加数（株） － 3,181 57

    （うち新株予約権） － 　(3,181) 　(57)

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）純利益金額の算定に含めなかった

潜在株式の概要

─────── ─────── ───────
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（重要な後発事象）

前中間会計期間

（自　平成17年１月１日

至　平成17年６月30日）

当中間会計期間

（自　平成18年１月１日

至　平成18年６月30日）

前事業年度

（自　平成17年１月１日

至　平成17年12月31日）

新株予約権(ストックオプション)の付与  ────── 株式分割による新株式の発行

当社は、平成17年３月24日開催の定時株主総

会において、商法第280条ノ20及び第280条ノ

21の規定に基づき新株予約権(ストックオプ

ション)を付与することを決議しておりま

す。

これを受けて、平成17年８月25日開催の取締

役会において、新株予約権(ストックオプショ

ン)の付与を下記の通り行う旨決議いたしまし

た。

１．新株予約権の目的となる株式の種類及び

数

普通株式　2,000株

２．新株予約権の付与対象者及びその内訳

当社及び当社子会社の取締役、社員たる地

位にある者 479名 

３．新株予約権の発行数

　　2,000個

４．新株予約権の発行価額

　   無償

５．新株予約権の行使に際して払込をすべき

金額

１株につき　260,820円 

６．新株予約権の行使により発行する株式の

発行価額の総額

521,640,000円

７．新株予約権の行使期間

    平成20年８月25日から平成27年３月23日

８．新株予約権の行使により新たに普通株式

を発行する場合、発行価額中資本に組み入

れる額

１株につき　130,410円

 当社は、平成18年１月12日開催の当社取締役会

の決議に基づき、次のように株式分割による新

株式を発行しております。

１．平成18年２月１日付けをもって普通株式１

　　株につき、４株に分割しております。

    (1)分割により増加する株式数

　　　普通株式　357,480株

    (2)分割の方法

　　　平成18年１月31日最終の株主名簿および

　　　実質株主名簿に記載または記録された株

　　　主の所有株式数を１株につき４株の割合

　　　をもって分割する。

    (3)配当起算日

　　　平成18年１月１日 

当該株式分割が前期首に行われたと仮定した

場合の前事業年度における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事業

年度における１株当たり情報は以下の通りと

なります。

前事業年度 当事業年度

１株当たり純資産額

　　　　14,301円05銭

１株当たり純資産額

　　　　16,137円31銭 

１株当たり当期純利益

　　　 　1,238円69銭

１株当たり当期純利益

　　　　 2,204円17銭 

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益

　　　　　　　　  －

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益

　　　　 2,203円08銭 
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