
平成18年12月期 個別中間財務諸表の概要

平成18年8月25日

上場会社名 株式会社　シコー技研 上場取引所 東証マザーズ

コード番号　6667  本社所在都道府県  神奈川県

(URL　http://www.shicoh.com)

代　　表　　者　役職名  代表取締役 氏名　白木　学

問合せ先責任者　役職名
 常務取締役
 管理部担当

氏名　大貫　篤志 ＴＥＬ　　（046）278－3570

決算取締役会開催日 平成18年8月12日 中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日  － 単元株制度採用の有無 無

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 （注）記載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 2,057 24.7 △181 － △227 －

17年6月中間期 1,649 △48.6 △215 △131.0 △244 △136.8

17年12月期 3,639 △634 △210

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 △144 － △2,708 27

17年6月中間期 △131 △138.3 △2,466 22

17年12月期 △137 △2,582 51

（注）①期中平均株式数 18年6月中間期  53,250株 17年6月中間期 53,250株 17年12月期 53,250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であります。

 　　 ④平成17年6月期の1株当たり中間（当期）純利益の計算につきましては、平成17年5月20日付で普通株式1株につき

　　　　3株の株式分割を行っておりますが、この株式分割が期首に行われたものとして算出しております。

(2）財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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 11,843 4,414 37.3 82,895 53

17年6月中間期 8,351 4,566 54.7 85,749 60

17年12月期 11,141 4,559 40.9 85,633 31

（注）①期末発行済株式数 18年6月中間期   53,250株 17年6月中間期 53,250株 17年12月期  53,250株

②期末自己株式数 18年6月中間期 －株 17年6月中間期 －株 17年12月期 －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 5,500 300 120

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　2,253 円52銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

17年12月期 － － － 2,500 － 2,500

18年12月期（実績） － － － － －  

18年12月期（予想） － － － 2,500 － 2,500

※　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。実際の業績等は、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。

この業績予想に全面的に依拠して投資等の判断を行うことは差し控えてください。

－ 31 －



６．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）
対前中間
期比

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
（％）

増減
（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   571,183   688,295    1,937,139  

２．受取手形 ※３  58,164   57,779    71,551  

３．売掛金   602,788   1,078,655    970,753  

４．たな卸資産   361,139   498,884    312,403  

５．未収入金   2,486,010   3,395,438    2,838,884  

６．デリバティブ資
産

  －   129,030    268,807  

７．その他 ※２  341,070   805,962    506,417  

流動資産合計   4,420,357 52.9  6,654,045 56.2 2,233,688  6,905,954 62.0

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産 ※１  883,235 10.6  912,917 7.7 29,682  791,295 7.1

２．無形固定資産   15,316 0.2  10,455 0.1 △4,861  12,069 0.1

３．投資その他の資
産

           

  (1)投資有価証券   5,006   640,625    161,561  

(2)関係会社出資
金

  2,773,638   3,351,568    2,977,008  

(3)その他   254,140   273,699    293,636  

投資その他の資
産合計

  3,032,784 36.3  4,265,892 36.0 1,233,108  3,432,205 30.8

固定資産合計   3,931,337 47.1  5,189,265 43.8 1,257,928  4,235,570 38.0

資産合計   8,351,694 100.0  11,843,311 100.0 3,491,617  11,141,525 100.0

            

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．買掛金   485,494   660,320    406,398  

２．短期借入金   1,787,921   3,939,146    2,913,260  

３．１年内償還予定
社債 

  40,000   40,000    40,000  

４．賞与引当金   1,957   －    2,042  

５．未払法人税等   4,642   4,724    4,647  

６．その他   319,722   223,245    508,834  

流動負債合計   2,639,737 31.6  4,867,436 41.1 2,227,699  3,875,181 34.8

－ 32 －



  
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）
対前中間
期比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅱ　固定負債            

１．社債   250,000   210,000    230,000  

２．長期借入金   880,625   2,341,479    2,466,435  

３．退職給付引当金   10,165   －    9,934  

４．長期未払金   －   10,208    －  

４．その他   5,000   －    －  

固定負債合計   1,145,790 13.7  2,561,687 21.6 1,455,897  2,706,369 24.3

負債合計   3,785,528 45.3  7,429,123 62.7 3,689,937  6,581,551 59.1

            

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   1,450,000 17.4  － －   1,450,000 13.0

Ⅱ　資本剰余金            

１．資本準備金  1,885,800   －    
1,885,8

00
  

 資本剰余金合計   1,885,800 22.6  － －   1,885,800 16.9

Ⅲ　利益剰余金            

１．利益準備金  6,850   －    6,850   

２．中間（当期）未
処分利益

 1,223,516   －    
1,217,3

23
  

利益剰余金合計   1,230,366 14.7  － －   1,224,173 11.0

資本合計   4,566,166 54.7  － －   4,559,973 40.9

負債・資本合計   8,351,694 100.0  － －   11,141,525 100.0

            

（純資産の部）   

Ⅰ　株主資本         

１　資本金  － － 1,450,000 12.2  － －

２　資本剰余金   

(1）資本準備金  － 1,885,800  －

資本剰余金合
計

 － － 1,885,800 15.9  － －

３　利益剰余金   

(1）利益準備金  － 6,850  －

(2）その他利益
準備金

 

繰越利益剰
余金

 － 939,983  －

利益剰余金合
計

 － － 946,833 8.0  － －

株主資本合計  － － 4,282,633 36.2  － －

Ⅱ　評価・換算差額
等

        

１　繰延ヘッジ損
益

 － － 129,030 1.1  － －

評価・換算差額
等合計

 － － 129,030 1.1  － －

Ⅲ　新株予約権  － － 2,523 0.0  － －

純資産合計  － － 4,414,187 37.3  － －

負債純資産合計  － － 11,843,311 100.0  － －
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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）

対前中間
期比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   1,649,608 100.0  2,057,508 100.0 407,900  3,639,021 100.0

Ⅱ　売上原価   1,383,493 83.9  1,636,525 79.5 253,032  3,227,757 88.7

売上総利益   266,114 16.1  420,983 20.5 △687,097  411,264 11.3

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  481,150 29.1  602,249 29.3 121,099  1,045,774 28.7

営業損失   △215,036 △13.0  △181,266 △8.8 33,770  △634,510 △17.4

Ⅳ　営業外収益 ※１  36,174 2.2  7,293 0.4 △28,881  560,529 15.4

Ⅴ　営業外費用 ※２  65,552 4.0  53,352 2.6 △12,200  136,402 3.7

経常損失   △244,414 △14.8  △227,325 △11.0 17,089  △210,383 △5.8

Ⅵ　特別利益 ※３  25,219 1.5  18,513 0.9 △6,706  57,409 1.6

Ⅶ　特別損失 ※４  － －  17,020 0.8 17,020  61,772 1.7

税引前中間純
損失又は当期
純損失

  △219,194 △13.3  △225,832 △11.0 △6,638  △214,746 △5.9

法人税、住民
税及び事業税

 1,162   1,171    2,341   

過年度法人税
等

 －   －    37,750   

法人税等調整
額

 △89,029 △87,867 △5.3 △82,788 △81,616 △4.0 6,251 △117,318 △77,227 △2.1

中間純損失又
は当期純損失

  △131,326 △8.0  △144,215 △7.0 △12,889  △137,519 △3.8

前期繰越利益   1,354,842   －  △270,644  1,354,842  

中間（当期）
未処分利益

  1,223,516   －  △283,533  1,217,323  
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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）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

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

繰越利益
剰余金

平成17年12月31日　残高

（千円）
1,450,000 1,885,800 1,885,800 6,850 1,217,323 1,224,173 4,559,973

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（千円） － － － － △133,125 △133,125 △133,125

中間純損失（千円） － － － － △144,125 △144,125 △144,125

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

（千円）

－ － － － － － －

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
－ － － － △277,250 △277,250 △277,250

平成18年6月30日　残高

（千円）
1,450,000 1,885,800 1,885,800 6,850 939,983 939,983 4,282,633

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
繰延ヘッジ損益

評価・換算差額等
合計

平成17年12月31日　残高

（千円）
268,807 268,807 2,523 4,831,305

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（千円） － － － △133,125

中間純損失（千円） － － － △144,125

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

（千円）

△139,777 △139,777 － △139,777

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△139,777 △139,777 － △417,027

平成18年6月30日　残高

（千円）
129,030 129,030 2,523 4,414,187

－ 35 －



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

　子会社出資金

　　移動平均法による原価法

(1)有価証券

　子会社出資金

　　移動平均法による原価法

(1)有価証券

子会社出資金

　同　左

 　その他有価証券

　　時価のないもの

　　移動平均法による原価法

　その他有価証券

　　時価のないもの

　　移動平均法による原価法

その他有価証券

　時価のないもの

同　左

 (2)デリバティブ

　　──────

(2)デリバティブ

　　時価法

(2)デリバティブ

同　左

 (3)たな卸資産

 製品及び原材料

　　　　総平均法による原価法

 (3)たな卸資産

  　製品及び原材料

 　　　　総平均法による原価法

 (3)たな卸資産

  製品及び原材料

 　　　　総平均法による原価法

２．固定資産の減価償却の方

法

(1)有形固定資産

　定率法

　ただし、建物（建物付属設備を

除く）については、定額法

　なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

建物　5年～38年

機械及び装置　5年～11年

工具器具及び備品　2年～11年

(1)有形固定資産

　定率法

　ただし、建物（建物付属設備を

除く）については、定額法

　なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

建物　5年～38年

機械及び装置　5年～11年

工具器具及び備品　2年～11年

(1)有形固定資産

同　左

 (2)無形固定資産

　定額法

　なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

自社利用のソフトウェア　5年

(2)無形固定資産

　定額法

　なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

自社利用のソフトウェア　5年

(2)無形固定資産

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）

３．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、貸倒懸念債権等の

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

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、貸倒懸念債権等の

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

 (2)賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備え

るため、支給見込額のうち当中間

会計期間の負担に属する部分を計

上しております。

(2)賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備え

るため、支給見込額のうち当中間

会計期間の負担に属する部分を計

上しております。

(2)賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備え

るため、支給見込額のうち当期の

負担に属する部分を計上しており

ます。

 (3)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当期末における退職給付債務に基

づき、当中間会計期間末に発生し

ていると認められる額を計上して

おります。

(3)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当期末における退職給付債務に基

づき、当中間会計期間末に発生し

ていると認められる額を計上して

おります。

(3)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当期末における退職給付債務に基

づき、当期に発生したと認められ

る額を計上しております。

４．ヘッジ会計の方法  ──────

 

 (1)ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理 

 (2)ヘッジ手段とヘッジ対象

 ヘッジ手段　直物為替先渡取引

 ヘッジ対象　製品輸入による外貨建

予定取引

 (3)ヘッジ方針

為替リスクの低減のため、対象予定

取引の範囲内でヘッジを行っており

ます。

 (4)ヘッジの有効性評価方法

ヘッジ開始時から有効性判定時点ま

での期間において、ヘッジ対象と

ヘッジ手段の相場変動の累計を比較

し、両者の変動額等を基礎にして判

断しております。

(1)ヘッジ会計の方法

同　左 

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

 　同　左 

 

 

(3)ヘッジ方針 

 同　左 

 

 

(4)ヘッジの有効性評価方法 

同　左 

５．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

(1)消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(1)消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(1)消費税等の会計処理

同　　左
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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

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」（「固定遺産

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。この適

用による利益への影響はありません。

 ──────

 ２．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4,282,633千円であります。

なお、中間財務諸表規則の改正によ

り、当中間連結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規則によ

り作成しております。

──────

追加情報

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．貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準

  ──────  「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、前事業年度から「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。

この結果、販売費及び一般管理費が

　3,579千円増加し、営業利益、計上

利益、税引前当期純利益が、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。この結

果、販売費及び一般管理費が　7,005

千円増加し、営業利益、計上利益、

税引前当期純利益が、同額減

少しております。

－ 38 －



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

571,866千円 802,255千円 678,271千円

   

※２．消費税等の取扱い ※２．消費税等の取扱い ※２．消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は

相殺の上、金額的に重要性が乏しい

ため、流動資産「その他」に含めて

表示しております。

　仮払消費税等及び仮受消費税等は

相殺の上、金額的に重要性が乏しい

ため、流動資産「その他」に含めて

表示しております。

同左 

   

※３．────────────── ※３．────────────── ※３．期末日満期手形

  　期末日満期手形の会計処理につい

ては、手形交換日をもって決済処理

しております。なお、当期末日が金

融機関の休日であったため、次の期

末日満期手形が期末残高に含まれて

おります。

　　受取手形　　　　10,748　千円

※４．当社は運転資金の効率的な調達

を行うため取引銀行4行と貸出コ

ミットメント契約を締結しており

ます。

　これら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通

りであります。 

貸出コミットメン

トの金額
3,000百万円

借入実行残高     -百万円

差引額  3,000百万円

※４．当社は運転資金の効率的な調達

を行うため取引銀行 4行と貸出コ

ミットメント契約を締結しており

ます。

　これら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通

りであります。 

貸出コミットメン

トの金額
1,500百万円

借入実行残高 1,500百万円

差引額 0百万円

 <財務制限条項>

上記、貸出コミットメント契約には以

下の財務制限条項がついており、各年

度の決算期末日において、下記の条項

を充足することを確約しております。

 (1)経常損益で2期連続で損失を計上し

ないこと、

 (2)貸借対照表資本の部の金額を、平

成16年12月末の貸借対照表資本の

部の金額の80％もしくは75％以上

に維持すること。

※４．当社は運転資金の効率的な調達

　を行うため取引銀行 行と貸出コ

ミットメント契約を締結しており

ます。

　これら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通

りであります。  

 貸出コミットメン

トの金額
4,800百万円 

 借入実行残高 4,100百万円 

 差引額 700百万円 

 <財務制限条項>

同左
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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．営業外収益のうち主なもの ※１．営業外収益のうち主なもの ※１．営業外収益のうち主なもの

　受取利息　　　　 　　3,976千円

　為替差益　　　　　　28,593千円

　受取利息　　　　 　　 1,224千円

　為替差益　　　　　　　8,349千円

　受取利息　　　　     6,896千円

　貸倒引当金戻入　　　 2,646千円

　受取開発費負担金 　500,000千円

   

※２．営業外費用のうち主なもの ※２．営業外費用のうち主なもの ※２．営業外費用のうち主なもの

支払利息　　　　　　22,136千円

　社債利息 　 　　　　 1,202千円

 　シンジケートローン手数料

22,000千円

 　債権譲渡損　　　　　15,206千円

支払利息　　　　　　30,468千円

　社債利息 　 　　　　 1,017千円

 　シンジケートローン手数料

 5,800千円

 　債権譲渡損　　　　　　－　千円

支払利息　　　　　　45,290千円

　社債利息　　　 　 　 2,336千円

 　シンジケートローン手数料　　　　

　　　　

 　　　　　　　　　　　62,200千円

 　債権譲渡損　　　　　15,206千円

※３． 　──────

 

     

 

 

※３． 　　──────

 

  　　　

　 

 　       　　　　

※３．特別利益のうち主なもの

 固定資産売却益

 機械及び装置　　 3,075千円 

 工具器具及び備品 54,334千円 

 計 57,409千円 

 ※４．　 ────── ※４．　　 ──────  ※４．特別損失のうち主なもの　

 固定資産売却損

 　

   　   　

   

 　

   　

   　

 機械及び装置　　 　61,208千円

 工具器具及び備品 564千円 

 計 61,772千円 

 

※５．減価償却実施額 ※５．減価償却実施額 ※５．減価償却実施額

　有形固定資産　　　　95,380千円

　無形固定資産　　　　 1,713千円

　有形固定資産　　　 124,353千円

　無形固定資産　　　　 1,613千円

　有形固定資産　　　 202,318千円

　無形固定資産　　　　 3,122千円

   

①　リース取引

該当事項はありません。

②　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）、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）及び前事業年度（自　平成17年1月1日　至　平成17年12月31日）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。
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（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 85,749円60銭

１株当たり中間純損失

金額
2,466円22銭

１株当たり純資産額 80425円03銭

１株当たり中間純損失

金額
2,708円27銭

１株当たり純資産額 85,633円31銭

１株当たり当期純損失

金額
2,582円51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、中間純損失

金額を計上しているため記載しており

ません。

　また、当社は平成17年5月20日付で普

通株式1株につき3株の分割を行ってお

ります。この株式分割が前期首に行わ

れたものとして、算出した場合の、前

期連結会計年度1株当たり純資産額は、

89,882円49銭、前期連結会計年度1株当

たり純利益金額は、21,727円36銭、前

期連結会計年度潜在株式調整後1株当た

り純利益金額は、21,611円36銭であり

ます。

　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、中間純損失

金額を計上しているため記載しており

ません。

 

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、当期純損失

金額を計上しているため記載しており

ません。

 また、当社は平成17年5月20日付で普

通株式1株につき3株の分割を行ってお

ります。この株式分割が前期首に行わ

れたものとして、算出した場合の、前

期連結会計年度1株当たり純資産額は、

89,882円49銭、前期連結会計年度1株当

たり純利益金額は、21,727円36銭、前

期連結会計年度潜在株式調整後1株当た

り純利益金額は、21,611円36銭であり

ます。

 

　（注）１株当たり中間（当期）純損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）純損益金額    

中間（当期）純損益（千円） △131,326 △144,215 △137,519

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）純損益

（千円）
△131,326 △144,215 △137,519

期中平均株式数（株） 53,250 53,250 53,250

    

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

の算定に含めなかった潜在株式の概要

   新株予約権１種類 

       　 89個 

   新株予約権3種類 

       3,974個 

新株予約権2種類

3,800個

（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）

────────── ──────────  ──────────
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