
平成１８年１２月期   個別中間財務諸表の概要        平成１８年 ８月２４日 

上 場 会 社 名        アビリット株式会社                    上場取引所：東・大 
コ ー ド 番 号         ６４２３                                  本社所在都道府県 
（ＵＲＬ  http://www.abilit.co.jp/）                                              大阪府 
代 表 者  代 表 取 締 役 社 長 濱野 雅弘 
問合せ先責任者  管 理 本 部 長 入江 琢磨      ＴＥＬ (０６)６２４３－７７７０ 
決算取締役会開催日 平成 18 年８月 24 日      
中間配当支払開始日 平成 18 年９月 19 日     単元株制度採用の有無  有(１単元 100 株) 
 
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 

（注）金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 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 ７，００５ （△77.5） △４２５ （  ―  ） △３３４ （  ― ）
17 年 6月中間期 ３１，１４４ （432.7） ７，０４３ （  ―  ） ７，１１４ （  ― ）
17 年 12 月期 ４５，７００ ８，４０６      ８，５５９      

 

 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 △３，４６１（  ―  ） △１００．９８
17 年 6月中間期 ６，５３７（  ―  ） ３８５．１６
17 年 12 月期 ６，７６５ ３７９．４５

(注)①期中平均株式数 18 年 6 月中間期 34,277,020 株  17 年 6 月中間期 16,974,296 株  17 年 12 月期 17,048,067 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 

   ④平成 18 年２月 20 日付で普通株式１株につき２株の割合をもって株式分割をしております。当影響を考慮した１株当たり中間 

(当期)純利益は、平成 17 年 6 月中間期 192 円 58 銭、平成 17 年 12 月期 189 円 72 銭であります。 

 
(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 ４２，００３ ２２，１７７ ５２．８ ６４１ ２３ 
17 年 6 月中間期   ４８，５４８    ２６，８８３ ５５．４ １，５７０ ０７ 
17 年 12 月期   ６０，４８５    ２６，７６３ ４４．２ １，５４５ ６６ 

(注)①期末発行済株式数  18 年 6 月中間期 34,585,351 株  17 年 6 月中間期 17,122,194 株  17 年 12 月期 17,122,754 株 

    ②期末自己株式数   18 年 6 月中間期    590,565 株  17 年 6 月中間期    465,764 株  17 年 12 月期    465,204 株 

③平成 18 年２月 20 日付で普通株式１株につき２株の割合をもって株式分割をしております。当影響を考慮した１株当たり純資産 

は、平成 17 年 6 月中間期 785 円 04 銭、平成 17 年 12 月期 772 円 83 銭であります。 
 

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 ２４，３０７ ４５４ △３，０９６ 

 (参考)１株当たり予想当期純利益(通期) △９０円 ３３銭 

 
３．配当状況 

・現金配当 1 株当たり配当金 
 中間期末 期末 年間 

 円 銭 円 銭 円 銭 

17 年 12 月期 ２０.００ ６０．００ ８０．００ 

18 年 12 月期（実績） １０.００ ―  

18 年 12 月期（予想） ― ２０．００ ３０．００ 

(注) 平成 18 年２月 20 日付で普通株式１株につき２株の割合をもって株式分割をしております。当影響を考慮した１株当たり配当金 

は、平成 17 年 12 月期 中間期末 10 円 00 銭、期末 30 円 00 銭、年間 40 円 00 銭であります。 

 
※ 当資料の記載内容のうち、将来の見通し及び計画に基づく予測には、不確実な要素が含まれており、変動する可能性を有しており 

ます。従って、実際の業績は現時点での当社の判断に対して大きく異なる可能性もあります。 

http://www.abilit.co.jp/


 【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 ※２ 7,976,141 4,320,487 13,927,113 

２ 受取手形 ※2､3 7,072,009 538,139 2,724,273 

３ 売掛金  10,330,440 3,045,913 5,223,930 

４ たな卸資産  7,833,633 15,932,251 16,503,674 

５ その他 ※５ 3,343,450 3,770,292 10,248,213 

６ 貸倒引当金  △363,786 △358,327 △264,022 

流動資産合計   36,191,889 74.5 27,248,756 64.9  48,363,183 80.0

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１   

(1) 建物  3,295,337 2,969,539 3,216,998 

(2) 工具器具備品  2,806,309 2,637,470 2,730,959 

(3) 土地  3,898,548 3,296,268 3,823,548 

(4) その他  498,484 441,991 452,426 

有形固定資産合計  10,498,681 21.6 9,345,270 22.2 10,223,934 16.9

２ 無形固定資産  175,584 0.4 127,030 0.3 287,534 0.5

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  ― 4,258,186 633,175 

(2) 関係会社 
  長期貸付金 

 1,044,000 559,000 464,000 

(3) その他  680,082 668,334 596,839 

(4) 貸倒引当金  △41,400 △202,900 △83,400 

投資その他の 
資産合計 

 1,682,682 3.5 5,282,621 12.6 1,610,615 2.6

固定資産合計   12,356,948 25.5 14,754,922 35.1  12,122,083 20.0

資産合計   48,548,838 100.0 42,003,679 100.0  60,485,266 100.0
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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 支払手形 ※３ 13,138,648 3,352,533 15,191,378 

２ 買掛金  1,698,089 1,160,692 3,483,815 

３ 短期借入金 ※2､6 1,950,000 1,500,000 100,000 

４ 一年以内返済予定 
  長期借入金 

※２ 616,600 292,600 334,600 

５ 賞与引当金  143,221 89,590 126,637 

６ 役員賞与引当金  ― 1,500 ― 

７ その他 ※５ 1,481,931 1,237,732 2,058,548 

流動負債合計   19,028,490 39.2 7,634,648 18.2  21,294,979 35.2

Ⅱ 固定負債    

１ 新株予約権付社債  ― 10,000,000 10,000,000 

２ 長期借入金 ※２ 539,750 247,150 414,450 

３ 受入保証金  1,527,263 1,461,077 1,489,263 

４ その他  570,237 483,669 523,533 

固定負債合計   2,637,251 5.4 12,191,896 29.0  12,427,247 20.6

負債合計   21,665,742 44.6 19,826,545 47.2  33,722,226 55.8

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   ― ― 5,967,239 14.2  ― ―

２ 資本剰余金    

(1) 資本準備金  ― 7,938,756 ― 

(2) その他資本剰余金  ― 578,207 ― 

資本剰余金合計   ― ― 8,516,964 20.3  ― ―

３ 利益剰余金    

(1) 利益準備金  ― 278,245 ― 

(2) その他利益剰余金    

特別償却準備金  ― 6,092 ― 

別途積立金  ― 10,000,000 ― 

繰越利益剰余金  ― △2,009,768 ― 

利益剰余金合計   ― ― 8,274,568 19.7  ― ―
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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
(％)

４ 自己株式   ― ― △280,735 △0.7  ― ―

株主資本合計   ― ― 22,478,037 53.5  ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券 
  評価差額金 

  ― △300,904  ―

評価・換算差額等 
合計 

  ― ― △300,904 △0.7  ― ―

純資産合計   ― ― 22,177,133 52.8  ― ―

負債・純資産合計   ― ― 42,003,679 100.0  ― ―

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   5,967,239 12.3 ― ―  5,967,239 9.8

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  7,938,756 ― 7,938,756 

２ その他資本剰余金  238,159 ― 239,865 

資本剰余金合計   8,176,916 16.9 ― ―  8,178,622 13.5

Ⅲ 利益剰余金    

１ 利益準備金  278,245 ― 278,245 

２ 任意積立金  5,508,512 ― 5,508,512 

３ 中間(当期)未処分 
利益 

 7,388,023 ― 7,273,575 

利益剰余金合計   13,174,781 27.1 ― ―  13,060,333 21.6

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  1,911 0.0 ― ―  △2,155 △0.0

Ⅴ 自己株式   △437,752 △0.9 ― ―  △440,999 △0.7

資本合計   26,883,096 55.4 ― ―  26,763,040 44.2

負債・資本合計   48,548,838 100.0 ― ―  60,485,266 100.0

    

 



【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   31,144,493 100.0 7,005,096 100.0  45,700,472 100.0

Ⅱ 売上原価   20,137,046 64.7 4,022,099 57.4  30,048,574 65.8

売上総利益   11,007,446 35.3 2,982,996 42.6  15,651,898 34.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費   3,964,129 12.7 3,408,750 48.7  7,245,739 15.8

営業利益又は 
営業損失（△） 

  7,043,317 22.6 △425,753 △6.1  8,406,158 18.4

Ⅳ 営業外収益 ※１  103,738 0.3 335,687 4.8  228,922 0.5

Ⅴ 営業外費用 ※２  32,924 0.1 244,255 3.5  75,994 0.2

経常利益又は 
経常損失（△） 

  7,114,131 22.8 △334,320 △4.8  8,559,086 18.7

Ⅵ 特別利益   43,128 0.2 18,259 0.3  103,266 0.2

Ⅶ 特別損失 ※3､4  465,088 1.5 3,137,430 44.8  1,040,165 2.2

税引前中間(当期) 
純利益又は税引前 
中間純損失（△） 

  6,692,171 21.5 △3,453,491 △49.3  7,622,187 16.7

法人税、住民税 
及び事業税 

※６  154,311 0.5 7,907 0.1  856,331 1.9

中間(当期)純利益 
又は中間純損失(△) 

  6,537,859 21.0 △3,461,399 △49.4  6,765,855 14.8

前期繰越利益   850,163 ―  850,163

中間配当額   ― ―  342,443

中間(当期)未処分 
利益 

  7,388,023 ―  7,273,575
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【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 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

 

資本金

 
資本準備金 

その他資

本剰余金

資本剰余金

合計 

利益 

準備金 別途積立金
特別償却
準備金 

繰越利益剰余金 

利益剰余金

合計 

平成17年12月31日残高 5,967,239 7,938,756 239,865 8,178,622 278,245 5,500,000 8,512 7,273,575 13,060,333

中間会計期間中の 

変動額 
      

 剰余金の配当      △1,027,365 △1,027,365

 その他利益剰余金の

積立 
    4,500,000  △4,500,000 ―

 その他利益剰余金の

取崩 
    △2,420 2,420 ―

 中間純利益      △3,461,399 △3,461,399

 役員賞与の支給      △297,000 △297,000

 自己株式の取得       

 自己株式の処分   338,341 338,341   

 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 
  338,341 338,341 4,500,000 △2,420 △9,283,344 △4,785,764

平成18年６月30日残高 5,967,239 7,938,756 578,207 8,516,964 278,245 10,000,000 6,092 △2,009,768 8,274,568

 

（単位：千円） 

株主資本 評価・換算差額等

 
自己株式 株主資本合計 

その他 
有価証券 
評価差額金 

純資産合計 

平成17年12月31日残高 △440,999 26,765,196 △2,155 26,763,040 

中間会計期間中の変動額  

 剰余金の配当 △1,027,365 △1,027,365 

 その他利益剰余金の積立 ― ― 

 その他利益剰余金の取崩 ― ― 

 中間純利益 △3,461,399 △3,461,399 

 役員賞与の支給 △297,000 △297,000 

 自己株式の取得 △1,741 △1,741 △1,741 

 自己株式の処分 162,005 500,347 500,347 

 株主資本以外の項目の中間 

 会計期間中の変動額(純額) 
△298,748 △298,748 

中間会計期間中の変動額合計 160,264 △4,287,158 △298,748 △4,585,906 

平成18年６月30日残高 △280,735 22,478,037 △300,904 22,177,133 
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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 

 

 
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 

  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 

  子会社株式及び関連会

社株式 

同左 

(1) 有価証券 

  子会社株式及び関連会

社株式 

同左 

   その他有価証券 

   時価のあるもの 

    中間決算日の市場

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) 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 

同左 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 

    決算日の市場価格

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) デリバティブ 

   時価法 

(2) デリバティブ 

同左 

(2) デリバティブ 

同左 

 (3) たな卸資産 

  商品、製品、仕掛品、

原材料 

   総平均法による原価

法 

(3) たな卸資産 

  商品、製品、仕掛品、

原材料 

同左 

(3) たな卸資産 

  商品、製品、仕掛品、

原材料 

同左 

   貯蔵品 

   最終仕入原価法によ

る原価法 

  貯蔵品 

同左 

  貯蔵品 

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 

  但し、平成10年４月１

日以降取得の建物(建

物附属設備を除く)及

びリース資産について

は、定額法を採用して

おります。 

  なお、主な耐用年数は

以下の通りでありま

す。 

  建物：２～50年 

  工具器具備品：２～20

年 

(1) 有形固定資産 

同左 

(1) 有形固定資産 

同左 

 (2) 無形固定資産(リース

資産含む) 

  定額法 

  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)に基づく定

額法によっておりま

す。 

(2) 無形固定資産(リース

資産含む) 

同左 

(2) 無形固定資産(リース

資産含む) 

同左 

 (3) 長期前払費用 

  定額法 

(3) 長期前払費用 

同左 

(3) 長期前払費用 

同左 

３ 繰延資産の処理

方法 

――― ――― 社債発行費については、支

出時に全額費用として処理

しております。 
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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 

  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 

  従業員に対して支給す

る賞与の支出に充てる

ため、将来の支給見込

額のうち当中間会計期

間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 

  従業員に対して支給す

る賞与の支出に充てる

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。

 (3)   ――― (3) 役員賞与引当金 

役員に対して支給する

賞与の支出に充てるた

め、将来の支給見込額

のうち当中間会計期間

の負担額を計上してお

ります。 

(3)   ――― 

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

の売買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 ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法 

  繰延ヘッジ処理によっ

ております。なお、金

利スワップ取引につい

ては、特例処理の要件

を満たしている場合

は、特例処理によって

おります。 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象

 (イ)ヘッジ手段 

   …金利スワップ取引

②ヘッジ手段とヘッジ対象

 (イ)ヘッジ手段…同左 

②ヘッジ手段とヘッジ対象

 (イ)ヘッジ手段…同左 

  (ロ)ヘッジ対象 

   …借入金 

 (ロ)ヘッジ対象…同左  (ロ)ヘッジ対象…同左 

 ③ヘッジ方針 

  資金調達における将来

の市場金利の変動にか

かるリスクを回避する

ことを目的としており

ます。 

③ヘッジ方針 

同左 

③ヘッジ方針 

同左 
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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ヘッジ有効性評価の方法

 ヘッジ対象の相場変動ま

たはキャッシュ・フロー

変動の累計とヘッジ手段

の相場変動またはキャッ

シュ・フロー変動の累計

を比較し、その変動額の

比率によって有効性を評

価しております。ただ

し、特例処理によってい

る金利スワップ取引につ

いては、有効性の判定を

省略しております。 

④ヘッジ有効性評価の方法

       同左 

④ヘッジ有効性評価の方法

       同左 

７ 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の方法

 税抜方式によっておりま

す。 

消費税等の会計処理の方法

同左 

消費税等の会計処理の方法

同左 

 

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) 

――― （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。これにより当中間会計

期間の税引前中間純損失は859,099千円増加しておりま

す。 

なお、減損損失累計額については、改正後の中間財

務諸表規則に基づき各資産の金額から直接控除してお

ります。 

――― （役員賞与に関する会計基準） 

当中間会計期間より、「役員賞与に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会

計基準第４号）を適用しております。 

この変更による損益への影響は軽微であります。 

――― （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）に基づいて中間貸借対照表を作成してお

ります。 

これは、同会計基準及び適用指針が当中間会計期間

より適用されることによるものであります。 

なお、従来の資本の部の合計に相当する金額は

22,177,133千円であります。 
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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) 

――― （中間貸借対照表関係） 

従来、投資その他の資産の「その他」に含めていた

「投資有価証券」は、資産の総額の100分の５を超えた

ため区分掲記しております。なお、前中間会計期間末の

投資その他の資産「その他」に含まれる「投資有価証

券」は138,178千円であります。 

 

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) 

 「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日以降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50,251千円につきまして

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 

11,580,024千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

10,794,922千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

11,480,776千円

※２ 担保に供している資産及びこ

れに対応する債務は次の通り

であります。 

 (イ)担保に供している資産 

現金及び 
預金 

250,000千円

受取手形 21,860千円

計 271,860千円
 

※２ 担保に供している資産及びこ

れに対応する債務は次の通り

であります。 

 (イ)担保に供している資産 

現金及び
預金 

50,000千円

計 50,000千円

    

※２ 担保に供している資産及びこ

れに対応する債務は次の通り

であります。 

 (イ)担保に供している資産 

現金及び 
預金 

250,000千円

計 250,000千円
 

 (ロ)上記の内、現金及び預金につ

いては、オリックス㈱との提

携リースに関する業務協定に

基づく担保として差し入れた

ものであります。その他の担

保に供している資産に対応す

る債務は、次の通りでありま

す。 

短期借入金 1,500,000千円
一年以内 
返済予定 
長期借入金 

166,600千円

長期借入金 291,750千円
 

 (ロ)上記の内、現金及び預金につ

いては、オリックス㈱との提

携リースに関する業務協定に

基づく担保として差し入れた

ものであります。 

 

 (ロ)上記の内、現金及び預金につ

いては、オリックス㈱との提

携リースに関する業務協定に

基づく担保として差し入れた

ものであります。 

※３    ――― ※３    ――― ※３ 期末日満期手形の会計処理に

ついて 

   期末日満期手形の会計処理

は、手形交換日をもって決済

処理しております。したがっ

て、当期末日が休日のため次

の通り期末日満期手形が当期

末残高に含まれております。

受取手形 831,160千円

支払手形 
（設備支払
手形含む） 

1,462,465千円

 
 ４    ―――  ４ 偶発債務 

   オリックス㈱との提携リース

に関して買取保証を行ってお

り、その当中間会計期間末残

高は44,330千円であります。 

 ４ 偶発債務 

   オリックス㈱との提携リース

に関して買取保証を行ってお

り、その当事業年度末残高は

70,884千円であります。 

※５ 消費税等の扱い 

   仮受消費税等と仮払消費税等

との中間期末残高の相殺後の

金額は、流動負債の「その

他」に含めております。 

※５ 消費税等の扱い 

   仮受消費税等と仮払消費税等

との中間期末残高の相殺後の

金額は、流動資産の「その

他」に含めております。 

※５    ――― 
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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) 

前事業年度末 
(平成17年12月31日) 

※６    ――― ※６ コミットメントライン（特

定融資枠）契約 

運転資金の効率的な調達を

行うため、取引金融機関２

社と特定融資枠契約を締結

しております。この契約に

基づく当中間会計期間末の

借入未実行残高は次のとお

りであります。 

貸付極度額 6,000,000千円

借入実行残高 1,500,000千円

差引額 4,500,000千円
 

※６    ――― 
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(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 営業外収益の主要項目 

受取利息 19,070千円

受取配当金 1,505千円

受取賃貸料 31,946千円
 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 14,075千円

有価証券利

息 
55,721千円

受取配当金 6,695千円

受取賃貸料 37,414千円

情報料収入 77,422千円

生命保険金

収入 
100,000千円

 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 33,314千円

受取配当金 1,523千円

受取賃貸料 64,668千円

情報料収入 83,686千円
 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 28,966千円
 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 10,937千円

貸倒引当金

繰入額 
208,112千円

 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 49,240千円
 

※３ 特別損失の主要項目 

棚卸資産 
評価損 

406,460千円 

 

※３ 特別損失の主要項目 

棚卸資産 
評価損 

1,774,038千円

減損損失 859,099千円

 

※３ 特別損失の主要項目 

棚卸資産 
評価損 

794,921千円

 

※４    ――― ※４ 減損損失 

当中間会計期間において、当社は

以下の資産グループについて減損損

失を計上しました。 

用途 種類 場所
金額 

（千円）

建物 146,145
医療環
境事業

土地 

大阪市
３件 

386,796

建物 30,916
遊休資
産 

土地 

大阪市
２件 
他１件 106,750

建物 4,757

土地 33,733
福利厚
生施設
等 

借地権

京都市
他２件

150,000

合計 859,099

 

当社は、事業区分単位にグルーピ

ングを行っております。なお、事業

の用に直接供していない遊休資産、

福利厚生施設等については個別に取

り扱っております。医療環境事業に

ついては、営業活動から生ずる損益

が過去２期継続してマイナスとなっ

ているため、また、遊休資産、福利

厚生施設等については著しい地価の

下落等があるため減損損失の計上を

※４    ――― 
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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) 

 行なっております。なお、当資産

グループの回収可能価額は正味売却

価額によっており、不動産鑑定評価

額、路線価等に基づいて算定してお

ります。 

 

５ 減価償却実施額 

有形 
固定資産 

1,015,461千円

無形 
固定資産 

50,259千円

 

５ 減価償却実施額 

有形 
固定資産

671,833千円

無形 
固定資産

26,037千円

 

５ 減価償却実施額 

有形 
固定資産 

1,867,459千円

無形 
固定資産 

99,562千円

 
※６ 当中間会計期間に係る納付税

額及び法人税等調整額は、当

期において予定している利益

処分による特別償却準備金の

取崩しを前提として、当中間

会計期間に係る金額を計算し

ております。 

※６ 当中間会計期間に係る納付税

額及び法人税等調整額は、当

期において予定している剰余

金の処分による特別償却準備

金の取崩しを前提として、当

中間会計期間に係る金額を計

算しております。 

※６     ――― 

 

(中間株主資本等変動計算書関係) 

 自己株式に関する事項                                  （単位：株） 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式 465,204 466,161 340,800 590,565

(注) 普通株式の自己株式の増加466,161株の内、465,204株は株式分割による増加、957株は単元未満株式の買取に

よる増加であります。また、減少340,800株の内、340,700株はプリペイドカード関連事業に関して業務提携を

しております日本金銭機械株式会社に対して関係強化のため譲渡したものであり、100株は単元未満株式の買

増請求による売渡であります。 

 

(有価証券関係) 

前中間会計期間及び当中間会計期間並びに前事業年度ともに、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。 
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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) 

当社は、平成17年9月7日開催の当社取締役会において、スイス連邦を中心とする海外市場（但し、米国を除

く。）において募集する2010年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債（以下「本新株予約権付社債」といい、

そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。）の発行を決議しました。 

１．本新株予約権付社債の銘柄 アビリット株式会社2010年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債 

２．本新株予約権付社債に関する事項 

(１)発行価額 本社債の額面金額の100％ 

(２)発行価格（募集価格） 本社債の額面金額の102.5％ 

(３)発行価額の総額 100億円 

(４)券面額の総額 100億円 

(５)利率 利息は付さない。 

(６)償還方法  

①満期償還 本社債の額面金額の100％で償還する。 

②買入消却 当社及び当社の子会社は、主幹事引受会社である Nomura Bank 

(Switzerland) Ltd.（以下「NBS」という。）の仲介を通じ、いかなる価

格でも随時本新株予約権付社債を買入れ、スイス中央銀行の規則に従

い、買入れた当該本新株予約権付社債を保有及び譲渡することができ

る。 

当社及び当社の子会社は、買入れた当該本新株予約権付社債を消却する

ためNBSに引渡すことができる。かかる場合、NBSは、これを消却するも

のとし引渡された本社債及びかかる本社債に付された本新株予約権は、

同時に放棄され消滅するものとする。NBSは、当社の取締役会の決議又は

公告を要することなく、引渡された本新株予約権付社債を消却するもの

とする。 

③債務不履行等による強制償還 

 本社債に関する支払遅滞その他最終インフォメーション・メモランダム

に記載される本新株予約権付社債の要項（以下「本新株予約権付社債要

項」という。）に定める一定の事由が生じた場合で、かつ、NBSが本新株

予約権付社債要項に定めるところにより、当社に対し本社債の期限の利

益の喪失の書面による通知を行った場合、当社は、当該通知の受領から

15日後に残存する本社債につき期限の利益を失い、その額面金額で償還

しなければならない。 

④繰上償還  

(イ)130％コールオプション条項による繰上償還 

 当社は、30連続取引日につき、当社普通株式の終値が、当該各取引日に

適用のある転換価額の130％以上であった場合、当該30連続取引日の最終

日から30日以内に本新株予約権付社債の所持人に対し、本新株予約権付

社債要項に定める30日以上60日以内の事前通知をすることにより、2008

年９月26日以降2010年９月23日までの期間中いつでも残存する本社債の

全部（一部は不可）を本社債の額面金額で繰上償還することができる。

当社は、NBSに対し上記方法により本社債の償還を行う旨の通知を、上記

本新株予約権付社債の所持人への通知より前で、かつ上記30連続取引日

の最終日以降15日以内に行うものとする。 
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(ロ)当社が株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会社となる場合の繰上償還 

 当社が株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会社となることを

当社の株主総会で決議した場合、一定の条件の下、当社は、本新株予約

権付社債所持人に対する30日以上60日以内の事前通知を行った上で、そ

の時点で残存する本社債の全部又は一部を本社債の額面金額に対する以

下の割合で表される償還金額で繰上償還することができる。 

2005年９月26日から2006年９月25日まで 104％ 

2006年９月26日から2007年９月25日まで 103％ 

2007年９月26日から2008年９月25日まで 102％ 

2008年９月26日から2009年９月25日まで 101％ 

2009年９月26日から2010年９月23日まで 100％ 

(ハ)税制変更等による繰上償還 

 税制の変更等により、本社債に関する支払日において下記(16)①記載の

特約に基づく追加額の支払の必要があることをNBSに了解させた場合、当

社は、本新株予約権付社債の所持人に対し、本新株予約権付社債要項に

定める30日以上60日以内の事前通知を行った上で、2005年９月26日以

降、2010年９月23日までの間、いつでも残存する本社債の全部（一部は

不可）を本社債の額面金額で繰上償還することができる。 

(ニ)新株予約権付社債権者の選択による繰上償還 

 本新株予約権付社債所持人は、その保有する本社債を2008年９月26日に

おいて、その額面金額で償還するように当社に対し請求する権利を有す

る。本新株予約権付社債所持人は2008年８月29日以降2008年９月12日ま

で（当日を含む。）の期間に、新株予約権付社債券を取消不能の償還請

求書を添えてNBSに預託することにより上記権利を行使することができ

る。 

(７)償還期限 2010年９月24日（スイス時間。以下別段の表示のない限り同じ。） 

(８)本新株予約権の目的となる株式の種類及び数 

①種類 当社普通株式 

②数 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新たに発行又はこれに

代えて当社の保有する当社普通株式を移転（以下、当社普通株式の発行

又は移転を当社普通株式の「交付」という。）する数は、行使請求に係

る本社債の発行価額の総額を下記(10)②記載の適用時における転換価額

で除した数とする。但し、本新株予約権の行使により生じる１株未満の

端数は切り捨て、これにつき現金による調整は行わない。本新株予約権

の行使により単元未満株式が発生する場合には、商法に定める単元未満

株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算する。 

(９)本新株予約権の総数 10,000個 

(10)本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額 

 ①本新株予約権１個の行使に際して払込をなすべき額は、本社債の発行

価額と同額とする。 

②本新株予約権の行使に際して払込をなすべき当社普通株式１株あたり

の額（以下「転換価額」という。）は、当初、4,700円とする。 

③転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時

価を下回る発行価額又は処分価額で当社普通株式を発行又は処分する

場合には、次の算式により調整される。なお、次の算式において、

「既発行株式数」は当社の発行済普通株式総数（但し、当社の保有す

る普通株式に係る自己株式数を除く。）をいう。 

      

     
新発行・ 
処分株式数 

× 
１株あたりの 
発行・処分価額 

既発行 
株式数

 ＋
時 価  

 
調整後 
転換価額 

＝ 
調整前 
転換価額 

× 
既発行株式数 ＋ 新発行・処分株式数 

 また、転換価額は、当社普通株式の分割若しくは併合、又は当社普通

株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新

株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の発行等が行

われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。 
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 ④2007年３月26日（日本時間。以下「決定日」という。）までの30連続

取引日（当日を含む。）の当社普通株式の終値の平均値（１円未満の

端数は切り上げる。）（以下「決定日価額」という。）が、決定日に

有効な転換価額を１円以上下回る場合には、転換価額は、2007年４月

９日（日本時間。以下「効力発生日」という。）以降、決定日価額

（但し、決定日の翌日から効力発生日（当日を含む。）までに効力の

発生する上記③の調整を受ける。）に下方修正される。但し、かかる

決定日における修正の結果、転換価額が、決定日に有効な転換価額の

80％未満となる場合は、修正後転換価額は決定日において有効な転換

価額の80％（１円未満の端数は切り上げる。）とする（但し、上記③

の調整を受ける。）。また、転換価額には、当該修正の結果、適用あ

る日本法の下で、全額払込済かつ追加払込義務のない当社普通株式が

適法に発行できなくなるような修正はなされないものとする。 

(11)本新株予約権の行使請求期間 

 2005年10月11日から2010年９月10日のチューリッヒ市における銀行営業

終了時までとする。但し、①上記(６)④(イ)ないし(ハ)の本社債の当社

の選択による繰上償還の場合には、当該償還日の８銀行営業日前の日の

チューリッヒ市における銀行営業終了時まで、②上記(６)④(ニ)の本社

債の本新株予約権付社債所持人の選択による繰上償還の場合には、当該

償還日の８銀行営業日前の日のチューリッヒ市における銀行営業終了時

まで、③上記(６)②の買入消却の場合には、買入れた当該本新株予約権

付社債が当社又は当社の子会社により消却のため主幹事引受会社に引渡

される時まで、④上記(６)③の債務不履行等による強制償還の場合に

は、当該本新株予約権付社債の期限の利益喪失時までとするが、いかな

る場合も2010年９月10日より後になることはないものとする。 

(12)本新株予約権の行使の条件 

 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 

(13)本新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価額のうち資本組入額 

 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額中資本

に組入れる額は、当該発行価額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円

未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。 

(14)代用払込に関する事項 商法第341条ノ３第１項第７号及び第８号により、本新株予約権付社債の

所持人が本新株予約権を行使したときは、当該本新株予約権に係る本社

債の全額の償還に代えて当該本新株予約権の行使に際して払込をなすべ

き額の全額の払込があったものとみなす。 

(15)本新株予約権の譲渡に関する事項 

 該当なし。 

(16)特約  

①追加支払 本社債に関する支払につき、日本国又はその他の課税権者により課せら

れる現在又は将来の公租公課を源泉徴収又は控除すべきことを法により

要求される場合、当社は、本新株予約権付社債要項に定める適用除外事

由に該当する場合を除き、本社債の所持人に対し、当該源泉徴収又は控

除後の支払額が当該源泉徴収又は控除がなければ支払われたであろう額

に等しくなるように追加金を支払う。 

②担保提供制限 本新株券付社債が残存する限り、当社は、外債について、当該外債の所

持人の利益のために、当社が発行する当該外債に関する支払又は当社に

よる当該外債の保証を担保するために、当社の現在又は将来の資産又は

所得に抵当権、質権その他の担保権を設定しないものとする。但し、担

保等による利益が、同時に本社債についても同等に及ぶ場合又はNBSが満

足するその他の担保又は保証を本社債の所持人にも提供する場合はこの

限りではない。 
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３．募集地域及び発行方法 NBSの総額買取引受によるスイス連邦を中心とする海外市場（但し、米国

を除く。）における募集。 

４．引受人の名称 Nomura Bank (Switzerland) Ltd. 

５．新規発行による手取金の額及び使途 

(１)本新株予約権付社債の新規発行による手取金の額 

 ①発行総額       100億円 

②発行諸費用の概算額  3,000万円 

③差引手取概算額    99億7,000万円 

(２)本新株予約権付社債の手取金の使途 

 当社の設備投資、借入金返済、投融資及び運転資金に充当する。 

６．発行年月日 2005年９月26日 

７．上場証券取引所の名称 該当なし。 

８．その他の事項  

(１)本社債の担保または保証 

 該当なし。 

(２)平成17年８月31日現在の発行済株式総数及び資本の額 

 発行済株式総数  17,587,958株 

資本の額     5,967,239,789円 

（注）当社は旧商法第280条ノ19の規定に基づき新株引受権を付与して

いるため、発行済株式総数及び資本の額は平成17年８月31日現在

の数字を記載した。 

 

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) 

該当事項はありません。 
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前事業年度（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日） 

平成17年12月９日開催の取締役会決議に基づき、次のように株式分割（無償交付）を行っております。 

１．株式分割の目的 

投資家の皆様が投資しやすい環境を整えるため、株式を分割することにより投資単位を引き下げ、株式の流

動性の向上および投資家層の拡大を図ることを目的としております。 

２．分割の方法 

平成17年12月31日（土曜日）最終の株主名簿および実質株主名簿に記載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しております。 

３．分割により増加する株式数 

普通株式 17,587,958株 

４．配当起算日 

平成18年１月１日 

５．効力発生日 

平成18年２月20日 

６. 行使価額の調整 

   今回の株式の分割に伴い、①、②旧商法210条の２の規定により平成13年９月26日および27日に決議されたス

トックオプション（株式譲渡請求権）、および③、④旧商法280条ノ19に規定するストックオプション（新株予

約権）の行使価額を平成18年２月20日以降、以下のとおり調整しております。 

 

      〔権利付与日〕      〔調整後行使価額〕     〔調整前行使価額〕 

① 平成13年９月27日    １株につき、  680円    １株につき、1,359円 

② 平成13年９月26日    １株につき、  837円    １株につき、1,673円 

③ 平成11年９月28日    １株につき、 2,626円    １株につき、5,252円 

④ 平成11年９月28日    １株につき、  910円    １株につき、1,819円 

７．転換価額の調整 

   今回の株式分割に伴い、当社発行の2010年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の転換価額を、 

  平成18年１月１日以降、次のとおり調整しております。 

 

      〔銘   柄〕           〔新転換価額〕  〔現転換価額〕 

  2010年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債    2,350円     4,700円 

 

なお、平成18年２月20日付株式分割が前事業年度期首および当事業年度期首に行われたと仮定した場合の１

株当たり情報は、それぞれ次のとおりとなります。 

 

前事業年度 

１株当たり純資産額                     601円04銭 

１株当たり当期純利益                     21円55銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益               ――― 

 

当事業年度 

１株当たり純資産額                     772円83銭 

１株当たり当期純利益                    189円72銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益             183円42銭 
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