
 

(財)財務会計基準機構会員  

   

平成18年12月期 個別中間財務諸表の概要 平成18年８月17日

上場会社名 セキュアード・キャピタル・ジャパン株式会社 上場取引所 東証マザーズ

コード番号 2392 本社所在都道府県 東京都

（URL　http://www.securedcapital.co.jp/）

代表者　　　　　役職名 代表取締役会長兼社長 氏名　髙梨　勝也

問合せ先責任者　役職名 取締役管理本部長 氏名　菅井　毅 ＴＥＬ　(03）5776－1300

決算取締役会開催日 平成18年８月17日 単元株制度採用の有無 無

配当支払開始日 平成－年－月－日   

１．18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 （百万円未満切捨て）

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 1,294 20.1 113 7.2 1,179 101.9

17年６月中間期 1,078 3.5 105 △11.6 584 675.5

17年12月期 2,348 215 691

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 1,123 111.7 9,395 70

17年６月中間期 530 1,269.8 13,701 79

17年12月期 589 5,027 37

（注）①期中平均株式数 18年６月中間期 119,610株 17年６月中間期 38,742株 17年12月期 117,160株

②会計処理の方法の変更 有

③売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2）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 4,816 4,176 86.7 34,474 55

17年６月中間期 3,285 3,020 92.0 77,655 60

17年12月期 3,991 3,121 78.2 26,303 13

（注）①期末発行済株式数 18年６月中間期 121,074株 17年６月中間期 38,900株 17年12月期 118,671株

②期末自己株式数 18年６月中間期 8.85株 17年６月中間期 2.95株 17年12月期 8.85株

２．18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 3,000 1,500 1,300

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　10,737円24銭

１株当たり予想当期純利益は、平成18年６月末日の発行済株式数121,074株により算出しております。

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

中間期末 期末 年間

17年12月期 － 1,000 1,000

18年12月期（実績） － －  

18年12月期（予想） － 1,000 1,000

※　業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社グループで判断したものであり、リスクや不確定な

要素等の要因が含まれており、実際の成果や業績等は記載の予想とは異なる可能性があります。なお、上記予想に関

する事項につきましては、中間決算短信（連結）添付資料の13ページをご参照下さい。
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７．個別中間財務諸表等
(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   1,414,260   706,919   452,135  

２　売掛金   322,617   58,936   128,890  

３　未収入金   185,803   133,811   149,113  

４　繰延税金資産   23,280   23,927   22,716  

５　その他   97,739   216,897   93,181  

流動資産合計   2,043,701 62.2  1,140,492 23.7  846,038 21.2

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産           

(1) 建物 ※１  33,242   43,411   46,595  

(2) 工具器具及び備
品

※１  24,272   35,712   38,805  

有形固定資産合計   57,514 1.8  79,123 1.6  85,401 2.1

２　無形固定資産   2,117 0.1  9,762 0.2  9,551 0.2

３　投資その他の資産           

(1) 投資有価証券   412,983   1,504,986   2,212,469  

(2) 関係会社株式   490,197   604,397   490,197  

(3) その他の関係会
社有価証券

  ―   1,183,557   ―  

(4) 敷金及び保証金   194,158   217,988   215,410  

(5) その他   84,466   75,766   131,966  

投資その他の資産
合計

  1,181,805 35.9  3,586,696 74.5  3,050,043 76.5

固定資産合計   1,241,437 37.8  3,675,581 76.3  3,144,996 78.8

資産合計   3,285,138 100.0  4,816,074 100.0  3,991,034 100.0
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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　未払金   173,378   73,731   91,275  

２　未払法人税等   23,468   24,504   26,459  

３　前受金   ―   407,415   675,758  

４　賞与引当金   30,000   30,000   25,000  

５　その他   36,589   99,183   47,085  

流動負債合計   263,436 8.0  634,835 13.2  865,579 21.7

Ⅱ　固定負債           

１　繰延税金負債   899   4,878   4,036  

固定負債合計   899 0.0  4,878 0.1  4,036 0.1

負債合計   264,335 8.0  639,714 13.3  869,616 21.8

           

(資本の部)           

Ⅰ　資本金   1,154,026 35.1  ― ―  1,173,200 29.3

Ⅱ　資本剰余金           

１　資本準備金   1,122,894   ―   1,141,691  

資本剰余金合計   1,122,894 34.2  ― ―  1,141,691 28.6

Ⅲ　利益剰余金           

１　中間(当期)未処分
利益

  747,444   ―   805,624  

利益剰余金合計   747,444 22.8  ― ―  805,624 20.2

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

  1,898 0.1  ― ―  6,363 0.2

Ⅴ　自己株式   △5,461 △0.2  ― ―  △5,461 △0.1

資本合計   3,020,802 92.0  ― ―  3,121,418 78.2

負債及び資本合計   3,285,138 100.0  ― ―  3,991,034 100.0
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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   ― ―  1,196,576 24.8  ― ―

 ２　資本剰余金           

 　(1) 資本準備金  ―   1,164,609   ―   

資本剰余金合計   ― ―  1,164,609 24.2  ― ―

 ３　利益剰余金           

 　(1) 繰越利益剰余金  ―   1,810,770   ―   

利益剰余金合計   ― ―  1,810,770 37.6  ― ―

 ４　自己株式   ― ―  △5,461 △0.1  ― ―

 株主資本合計   ― ―  4,166,494 86.5  ― ―

Ⅱ　評価・換算差額等           

１　その他有価証券評
価差額金

  ― ―  7,476 0.2  ― ―

評価・換算差額等
合計

  ― ―  7,476 0.2  ― ―

Ⅲ　新株予約権   ― ―  2,388 0.0  ― ―

純資産合計   ― ―  4,176,360 86.7  ― ―

負債純資産合計   ― ―  4,816,074 100.0  ― ―
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(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   1,078,112 100.0  1,294,519 100.0  2,348,624 100.0

Ⅱ　販売費及び一般管理
費

※１  972,529 90.2  1,181,318 91.3  2,133,309 90.8

営業利益   105,582 9.8  113,201 8.7  215,315 9.2

Ⅲ　営業外収益 ※２  480,601 44.6  1,066,739 82.4  482,482 20.5

Ⅳ　営業外費用 ※３  1,906 0.2  193 0.0  6,613 0.3

経常利益   584,277 54.2  1,179,746 91.1  691,184 29.4

Ⅴ　特別利益 ※４  159 0.0  ― ―  159 0.0

Ⅵ　特別損失 ※５  2,427 0.2  289 0.0  2,585 0.1

税引前中間(当期)
純利益

  582,009 54.0  1,179,456 91.1  688,758 29.3

法人税、住民税及
び事業税

 56,783   56,796   104,692   

法人税等調整額  △5,604 51,179 4.7 △1,156 55,639 4.3 △4,943 99,749 4.2

中間(当期)純利益   530,829 49.2  1,123,816 86.8  589,009 25.1

前期繰越利益   216,615   ―   216,615  

中間(当期)未処分
利益

  747,444   ―   805,624  
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(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）

（単位：千円）

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

その他利益剰
余金

利益剰余金合
計

繰越利益剰余
金

平成17年12月31日残高 1,173,200 1,141,691 1,141,691 805,624 805,624 △5,461 3,115,054

中間会計期間中の変動額

新株の発行 23,376 22,917 22,917 － － － 46,293

剰余金の配当 － － － △118,671 △118,671 － △118,671

中間純利益 － － － 1,123,816 1,123,816 － 1,123,816

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 23,376 22,917 22,917 1,005,145 1,005,145 － 1,051,439

平成18年６月30日残高 1,196,576 1,164,609 1,164,609 1,810,770 1,810,770 △5,461 4,166,494

評価・換算差
額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証
券評価差額金

平成17年12月31日残高 6,363 2,850 3,124,269

中間会計期間中の変動額

新株の発行 － － 46,293

剰余金の配当 － － △118,671

中間純利益 － － 1,123,816

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
1,112 △461 650

中間会計期間中の変動額合計 1,112 △461 1,052,090

平成18年６月30日残高 7,476 2,388 4,176,360
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

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

 

有価証券

(1) 子会社株式

総平均法による原価法

有価証券

(1) 子会社株式

同左

有価証券

(1) 子会社株式

同左

 

 

 

 

(2) その他有価証券

時価のないもの

総平均法による原価法

　(外貨建その他有価証券

は、中間決算日の直物為替

相場により円貨に換算し、

換算差額は評価差額として

処理しております。また評

価差額は全部資本直入法に

より処理しております。)

　(匿名組合出資金は個別

法によっており、詳細は

「７(1) 匿名組合出資金の

会計処理」に記載しており

ます。)

 

(2) その他有価証券

時価のないもの

総平均法による原価法

　(外貨建その他有価証券

は、中間決算日の直物為替

相場により円貨に換算し、

換算差額は評価差額として

処理しております。また評

価差額は全部資本直入法に

より処理しております。)

　(匿名組合出資金は個別

法によっており、詳細は

「７(1) 匿名組合出資金の

会計処理」に記載しており

ます。)

　(投資事業有限責任組合

及びそれに類する組合への

出資(証券取引法第２条第

２項により有価証券とみな

されるもの)については、

持分相当額を純額で取り込

む方法によっておりま

す。)

(2) その他有価証券

時価のないもの

総平均法による原価法

　(外貨建その他有価証券

は、決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、換算

差額は評価差額として処理

しております。また評価差

額は全部資本直入法により

処理しております。)

　(匿名組合出資金は個別

法によっており、詳細は

「７(1) 匿名組合出資金の

会計処理」に記載しており

ます。)

　(投資事業有限責任組合

及びそれに類する組合への

出資(証券取引法第２条第

２項により有価証券とみな

されるもの)については、

持分相当額を純額で取り込

む方法によっておりま

す。)

２　固定資産の減価償却の

方法

(1) 有形固定資産

　定率法によっております。

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、定額法により償却し

ております。

　なお、主な耐用年数は、

建物15年、車両及び運搬具

６年、工具器具及び備品４

～８年であります。

(1) 有形固定資産

定率法によっております。

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、定額法により償却し

ております。

なお、主な耐用年数は、

建物15年、工具器具及び備

品４～８年であります。

(1) 有形固定資産

定率法によっております。

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、定額法により償却し

ております。

なお、主な耐用年数は、

建物15年、車両及び運搬具

６年、工具器具及び備品４

～８年であります。

 

 

(2) 無形固定資産

　定額法によっております。

　ただし、ソフトウェア

(自社利用分)については、

社内における見込利用可能

期間(５年)に基づき定額

法により償却しております。

(2) 無形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

同左

３　繰延資産の処理方法

 

新株発行費

　支出時に全額費用処理して

おります。

新株発行費

同左

新株発行費

同左
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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　引当金の計上基準

 

(1) 貸倒引当金

　売上債権等の貸倒れによ

る損失に備えるため、一般

債権については貸倒れ実績

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。

(1) 貸倒引当金

同左

(1) 貸倒引当金

同左

 

 

(2) 賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備

えるため、将来の支給見込

額のうち当中間期の負担額

を計上しております。

(2) 賞与引当金

同左

(2) 賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備

えるため、将来の支給見込

額のうち当期の負担額を計

上しております。

５　外貨建の資産及び負債

の本邦通貨への換算

基準

　外貨建金銭債権債務は、中

間決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しております。

同左 　外貨建金銭債権債務は、決

算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益

として処理しております。

６　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

７　その他中間財務諸表

(財務諸表)作成のた

めの重要な事項

(1) 匿名組合出資金の会計処

理

　匿名組合へ出資を行うに

際して、匿名組合財産の持

分相当額を「投資有価証

券」として計上しておりま

す。

　匿名組合への出資時に

「投資有価証券」を計上し、

匿名組合が獲得した純損益

の持分相当額については

「売上高」に計上するとと

もに同額を「投資有価証

券」に加減し、投資先の営

業者からの出資金の払い戻

しについては、「投資有価

証券」を減額させておりま

す。

(1) 匿名組合出資金の会計処

理

同左

　

(1) 匿名組合出資金の会計処

理

同左

 

 

 

(2) 消費税等の会計処理

　税抜方式により処理して

おります。

　なお、仮払消費税等及び

仮受消費税等は相殺のうえ、

流動負債のその他に含めて

表示しております。

(2) 消費税等の会計処理

同左

(2) 消費税等の会計処理

　税抜方式により処理して

おります。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
(自　平成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)

　従来、共同投資による収益は営業外

収益に計上しておりましたが、当中間

会計期間より売上高に含めて計上して

おります。この変更は、新たなファン

ドの組成等による共同投資の増加によ

り、共同投資を主たる業務活動の一環

として位置づけ、損益区分において営

業活動の成果をより適正に表示するた

めに行ったものであります。

　この結果、従来と同一の方法によっ

た場合と比較して、売上高及び営業利

益はそれぞれ31,766千円増加し、営業

外収益は同額減少しましたが、経常利

益及び税引前中間純利益に与える影響

はありません。

――――

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

――――

――――

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当中間会計期間から「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」(企業会計基準委員

会 平成15年10月31日 企業会計基準適

用指針第６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。

 (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4,173,971千円であります。

　なお、中間財務諸表等規則の改正に

より、当中間会計期間における中間貸

借対照表の純資産の部については、改

正後の中間財務諸表等規則により作成

しております。

　従来、共同投資による収益は営業外

収益に計上しておりましたが、当事業

年度より売上高に含めて計上しており

ます。この変更は、新たなファンドの

組成等による共同投資の増加により、

共同投資を主たる業務活動の一環とし

て位置づけ、損益区分において営業活

動の成果をより適正に表示するために

行ったものであります。

　この結果、従来と同一の方法によっ

た場合と比較して、売上高及び営業利

益はそれぞれ55,657千円増加し、営業

外収益は同額減少しましたが、経常利

益及び税引前当期純利益に与える影響

はありません。

――――

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

――――
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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）

　「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」

（平成17年法律第87号）第２条第２項により、旧有限会社

法に規定する有限会社に対する出資持分が有価証券とみな

されることとなったため、前中間会計期間まで投資その他

の資産の「その他」として表示していた有限会社に対する

出資持分（前中間会計期間59,100千円）を、当中間会計期

間より投資その他の資産の「関係会社株式」として表示し

ております。

 

 

　この変更により、関係会社株式は94,200千円増加してお

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)

　「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、

当中間会計期間より「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。

　この結果、販売費及び一般管理費が

4,240千円増加し、営業利益、経常利

益及び税引前中間純利益が同額減少し

ております。

――――  　「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、

当事業年度より「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。

　この結果、販売費及び一般管理費が

8,847千円増加し、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。
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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)

前事業年度末
(平成17年12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

 45,757千円  63,413千円  55,160千円

　２　当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため主要取引金融機関と

当座貸越契約を締結しております。

　２　当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため主要取引金融機関と

当座貸越契約を締結しております。

　２　当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため主要取引金融機関と

当座貸越契約を締結しております。

当座貸越限度額 1,000,000千円

貸出実行残高 －千円

当座貸越限度額 1,300,000千円

貸出実行残高 －千円

当座貸越限度額 1,300,000千円

貸出実行残高 －千円

　３　不動産売買契約に伴う偶発債務

は、以下のとおりであります。

　３　不動産売買契約に伴う偶発債務

は、以下のとおりであります。

　３　不動産売買契約に伴う偶発債務

は、以下のとおりであります。

違約金支払義務 255,000千円 違約金支払義務 255,000千円 違約金支払義務 255,000千円

（中間損益計算書関係）

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　減価償却実施額  

有形固定資産 6,910千円

無形固定資産 349千円

※１　減価償却実施額  

有形固定資産 11,055千円

無形固定資産 1,267千円

※１　減価償却実施額  

有形固定資産 18,967千円

無形固定資産 1,226千円

※２　営業外収益の主要項目

受取利息 303千円

受取配当金 480,000千円

※２　営業外収益の主要項目

受取利息 144千円

受取配当金 1,065,000千円

為替差益 682千円

※２　営業外収益の主要項目

受取利息 2,097千円

受取配当金 480,000千円

※３　営業外費用の主要項目

支払利息 375千円

為替差損 1,439千円

※３　営業外費用の主要項目

新株発行費 193千円

※３　営業外費用の主要項目

支払利息 375千円

新株発行費 4,589千円

為替差損 1,648千円

※４　特別利益の主要項目

固定資産売却益 159千円

※４　　　　　―――― ※４　特別利益の主要項目

固定資産売却益 159千円

※５　特別損失の主要項目

固定資産除却損 1,857千円

関係会社出資金

売却損
569千円

※５　特別損失の主要項目

固定資産除却損 289千円

※５　特別損失の主要項目

固定資産除却損 2,015千円

関係会社出資金

売却損
569千円

（中間株主資本等変動計算書関係）

 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）

 　自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末

 株式数

当中間会計期間

株式増加数

当中間会計期間

株式減少数

当中間会計期間末

株式数 
摘要

 普通株式 (株) 8.85 － － 8.85 －
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（リース取引）

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)

　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・リース取引に係る注記

　リース取引は重要性が低いため注記

を省略しております。

　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・リース取引に係る注記

同左

　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・リース取引に係る注記

同左

（有価証券）

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)

子会社株式で時価のあるものは、ありません。

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)

子会社株式で時価のあるものは、ありません。

前事業年度(自平成17年１月１日　至平成17年12月31日)

子会社株式で時価のあるものは、ありません。
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（１株当たり情報）

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株当たり純資産額 77,655円60銭 34,474円55銭 26,303円13銭

１株当たり

中間(当期)純利益
13,701円79銭 9,395円70銭 5,027円37銭

潜在株式調整後

１株当たり

中間(当期)純利益

11,474円58銭 7,969円39銭 4,234円12銭

　（注）１.　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)純利益の算定上の基礎

 
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

中間（当期）純利益 530,829千円 1,123,816千円 589,009千円

普通株主に帰属しない金額 ― ― ―

普通株式に係る中間（当期）純利益 530,829千円 1,123,816千円 589,009千円

普通株式の期中平均株式数 38,742株 119,610株 117,160株

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益の算定に用いられた当期純利益調

整額の主要な内訳

― ― ―

潜在株式調整後１株当たり中間（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

新株予約権 7,520株 新株予約権 21,407株 新株予約権 21,950株

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）純利益の算

定に含まれなかった潜在株式の概要
平成17年３月30日

定時株主総会特別決議

新株予約権　200株

平成17年３月30日

定時株主総会特別決議

新株予約権　1,290株

平成18年３月30日 

定時株主総会特別決議

新株予約権　1,100株

 平成17年３月30日

定時株主総会特別決議 

新株予約権　600株

　　　　２.　株式分割について

 　　　　　当社は、平成17年８月19日付で普通株式１株につき３株の割合で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中間会計期間の１株当たり情報については、以下のとお

りであります。

１株当たり純資産額  25,885円20銭

 １株当たり中間純利益   4,567円26銭

 潜在株式調整後１株当たり中間純利益   3,824円86銭
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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)

（株式分割）

　平成17年５月26日開催の取締役会に

おいて株式分割による新株式の発行を

行う旨の決議をしております。

　当該株式分割の内容は、下記のとお

りであります。

１　平成17年８月19日付をもって平成

17年６月30日最終の株主名簿及び

実質株主名簿に記載又は記録され

た株主並びに端株原簿に記載又は

記録された端株主の所有株式を１

株につき３株の割合をもって分割

する。

２　分割により増加する株式の種類及

び数

 普通株式　77,805.9株

３　配当起算日

平成17年７月１日

 

　前期首に当該株式分割が行われた

と仮定した場合における（１株当た

り情報）の各数値はそれぞれ以下の

とおりであります。

前中間
会計期間

当中間
会計期間

前事業年度

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

9,751円23銭 25,885円20銭 21,309円97銭

１株当たり
中間純利益

１株当たり
中間純利益

１株当たり
当期純利益

373円97銭 4,567円26銭 821円79銭

潜在株式調整
後１株当たり
中間純利益

潜在株式調整
後１株当たり
中間純利益

潜在株式調整
後１株当たり
当期純利益

292円32銭 3,824円86銭 653円17銭

 

――――

 

（新株予約権の株式分割）

　平成18年３月30日開催の定時株主総

会において、商法第280条ノ20及び商

法第280条ノ21の規定に基づき、ス

トックオプションとして新株予約権を

発行することを決議いたしました。発

行予定の新株予約権の概要は以下のと

おりであります。

  １　新株予約権の目的たる株式の種

類及び数

当社普通株式3,000株を上限

とする。

２　発行する新株予約権の総数

3,000個を上限とする。

 ３　新株予約権の発行価額 

無償とする。

  ４　新株予約権行使時の払込金額

１株あたりの払込金額は、新

株予約権発行日の属する月の前

月の各日（取引が成立しない日

を除く。）の東京証券取引所に

おける当社普通株式の終値（以

下「終値」という。）の平均値

に1.05を乗じた金額とし、１円

未満の端数は切り上げる。但し、

当該金額が新株予約権発行日の

前営業日（当日に取引がない場

合は、その日に先立つ直近日）

の終値を下回る場合は、当該終

値とする。

  ５　新株予約権を行使することがで

きる期間

平成18年10月１日から平成24

年９月30日までの期間で、取締

役会の決議で定める期間とする。

  ６　新株予約権の行使の条件

①対象者の相続人による新株予

約権の行使は認められない。

②その他の条件は、取締役会決

議により決定する。

  ７　新株予約権の譲渡制限

新株予約権の譲渡については、

取締役会の承認を要する。
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