
平成19年1月期 個別中間財務諸表の概要 

平成18年9月29日 

上 場 会 社 名 国際放映株式会社 上場取引所 JASDAQ 

コ ー ド 番 号  9604 本社所在都道府県 東京都 

(URL  http://www.kokusaihoei.co.jp) TEL（03）3749－7213（代表）

代 表 者 役 職 名 代表取締役社長 

 氏 名 新 江 幸 生 

問合せ先責任者 役 職 名 取締役経理・関連会社担当補佐 

 氏 名 津 屋 明 彦 中間配当制度の有無 無 

中間決算取締役会開催日 平成18年9月29日 単元株制度採用の有無 有(1単元 1,000株) 

   

1．18年7月中間期の業績（平成18年2月1日～平成18年7月31日） 

⑴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7月中間期 1,347 （△14.4） 124 （△23.3） 118 （△24.2）

17年7月中間期 1,573 （28.4） 162 （30.7） 156 （13.9）

18年1月期 3,007 266 254

 
 

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7月中間期 64 (△28.6)  5 39 

17年7月中間期 89 (  47.9)  7 53 

18年1月期 122  10 25 
 
（注） ①期中平均株式数 18 年 7月中間期 11,892,325 株 17 年 7月中間期 11,917,900 株 18 年 1月期 11,909,944 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。 

 

⑵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7月中間期 7,619 2,197 28.8 184 83 

17年7月中間期 7,766 2,131 27.4 178 92 

18年1月期 7,528 2,159 28.7 181 53 
 
(注) ①期末発行済株式数 18 年 7月中間期 11,887,464 株 17 年 7月中間期 11,910,699 株 18 年 1月期 11,897,074 株

 ②期末自己株式数 18 年 7月中間期 112,536 株 17 年 7月中間期 89,301 株 18 年 1月期 102,926 株

 

2．19年1月期の業績予想（平成18年2月1日～平成19年1月31日） 
 

売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百方円

通 期  3,222 226 120 

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期）10円 11銭 
 

3.配当状況・現金配当 

1株当たり配当金 （円）  

期末 年間 

配当金総額 

（百万円） 

配当性向 

(%) 

純資産 

  配当率(%)

18年1月期 2.00 2.00 23 19.5 1.1 

19年1月期 （実績） ― ― ― ― 

19年1月期 （予想） 2.00 
2.00 

  

 
※ 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、業績の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
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  個別中間財務諸表等 

  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７月31日) 

当中間会計期間末 

(平成18年７月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年１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   736,963   314,615   202,706  

２ 売掛金   207,010   238,267   235,308  

３ たな卸資産   121,071   151,025   42,129  

４ その他   34,763   29,169   30,825  

貸倒引当金   △14,590   ―   ―  

流動資産合計   1,085,219 14.0  733,077 9.6  510,970 6.8 

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 ※１          

 (1) 建物   3,409,695   3,504,377   3,607,710  

 (2) 土地   2,677,062   2,677,062   2,677,062  

 (3) その他   183,455   311,563   335,368  

有形固定資産合計   6,270,213   6,493,003   6,620,141  

２ 無形固定資産   63,630   60,912   62,271  

３ 投資その他の資産 ※２  347,101   332,925   334,792  

固定資産合計   6,680,945 86.0  6,886,841 90.4  7,017,204 93.2 

資産合計   7,766,165 100.0  7,619,919 100.0  7,528,175 100.0 

(負債の部)           

Ⅰ 流動負債           

１ 買掛金   83,268   134,673   114,098  
２ 1年内返済予定長期 
  借入金   240,000   240,000   240,000  

３ 未払法人税等   60,724   63,000   23,318  

４ 賞与引当金   9,060   9,408   9,052  

５ その他 ※３  263,223   234,891   126,616  

流動負債合計   656,275 8.5  681,972 9.0  513,085 6.8 

Ⅱ 固定負債           

１ 長期借入金   1,440,000   1,200,000   1,320,000  

２ 退職給付引当金   134,377   132,240   126,845  

３ 子会社損失引当金   18,630   22,770   22,770  

４ 長期預り保証金   2,972,731   2,972,731   2,972,731  
５ 再評価に係る 
繰延税金負債   413,044   413,044   413,044  

固定負債合計   4,978,783 64.1  4,740,786 62.2  4,855,390 64.5 

負債合計   5,635,058 72.6  5,422,758 71.2  5,368,475 71.3 
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  前中間会計期間末 

(平成17年７月31日) 

当中間会計期間末 

(平成18年７月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年１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 

(％) 

(資本の部)           

Ⅰ 資本金   1,100,000 14.2  ― ―  1,100,000 14.6 

Ⅱ 資本剰余金           

資本準備金  154,304   ―   154,304   

資本剰余金合計   154,304 2.0  ― ―  154,304 2.0 

Ⅲ 利益剰余金           

 利益準備金  2,384   ―   2,384   

 中間(当期)未処分利
益  266,402   ―   298,801   

利益剰余金合計   268,787 3.4  ― ―  301,186 4.0 

Ⅳ 土地再評価差額金   619,566 8.0  ― ―  619,566 8.3 

Ⅴ 自己株式   △11,551 △0.2  ― ―  △15,357 △0.2 

資本合計   2,131,106 27.4  ― ―  2,159,699 28.7 

負債及び資本合計   7,766,165 100.0  ― ―  7,528,175 100.0 
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  前中間会計期間末 

(平成17年７月31日) 

当中間会計期間末 

(平成18年７月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年１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      1,100,000 14.4    

２ 資本剰余金           

 資本準備金     154,304      

資本剰余金合計      154,304 2.0    

３ 利益剰余金           

(1) 利益準備金     4,764      

(2) その他利益剰余金           

繰越利益剰余金     336,695      

利益剰余金合計      341,459 4.5    

４ 自己株式      △18,170 △0.2    

株主資本合計      1,577,593 20.7    

Ⅱ 評価・換算差額等           

 土地再評価差額金      619,566     

評価・換算差額等 
合計      619,566 8.1    

純資産合計      2,197,160 28.8    

負債純資産合計      7,619,919 100.0    
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② 中間損益計算書 
 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１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   1,573,575 100.0  1,347,250 100.0  3,007,587 100.0 

Ⅱ 売上原価   1,148,578 73.0  944,739 70.1  2,203,243 73.3 

売上総利益   424,996 27.0  402,511 29.9  804,343 26.7 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   262,934 16.7  278,156 20.7  537,657 17.8 

営業利益   162,062 10.3  124,354 9.2  266,685 8.9 

Ⅳ 営業外収益 ※１  3,285 0.2  2,496 0.2  4,970 0.2 

Ⅴ 営業外費用 ※２  9,269 0.6  8,510 0.6  17,366 0.6 

経常利益   156,077 9.9  118,340 8.8  254,289 8.5 

Ⅵ 特別利益 ※３  19,440 1.2  ―   15,300 0.5 

Ⅶ 特別損失 ※４  13,540 0.8  ―   40,081 1.3 

税引前中間 
(当期)純利益   161,977 10.3  118,340 8.8  229,508 7.7 

法人税、住民税 
及び事業税  58,377   60,891   86,463   

法人税等調整額  13,862 72,240 4.6 △6,618 54,273 4.0 20,908 107,372 3.6 

中間(当期)純利益   89,737 5.7  64,067 4.8  122,136 4.1 

前期繰越利益   176,665   ―   176,665  

中間(当期)未処分利
益   266,402   ―   298,801  
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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２月１日 至 平成18年７月31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 利益準備金 
繰越利益剰余金 

自己株式 株主資本合計 

平成18年１月31日残高 1,100,000 154,304 2,384 298,801 △15,357 1,540,132 

中間会計期間中の変動額       

 剰余金の配当   2,379 △26,173  △23,794 

 中間純利益    64,067  64,067 

 自己株式の取得     △2,812 △2,812 

中間会計期間中の変動額合計 ― ― 2,379 37,894 △2,812 37,461 

平成18年７月31日残高 1,100,000 154,304 4,764 336,695 △18,170 1,577,593 

 

評価・換算差額等 
 

土地再評価 
差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成18年１月31日残高 619,566 619,566 2,159,699 

中間会計期間中の変動額    

 剰余金の配当   △23,794 

 中間純利益   64,067 

 自己株式の取得   △2,812 

中間会計期間中の変動額合計 ― ― 37,461 

平成18年７月31日残高 619,566 619,566 2,197,160 
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 
 

前中間会計期間 
(自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 

１ 資産の評価基準及び評価方法 
 (1) たな卸資産 
    仕掛品 
    個別法による原価法 

１ 資産の評価基準及び評価方法 
 (1) たな卸資産 
    仕掛品 

同左 

１ 資産の評価基準及び評価方法 
 (1) たな卸資産 
    仕掛品 

同左 
 (2) 有価証券 
  ① 子会社株式 
     移動平均法による原価法 
  ② その他有価証券 
    時価のあるもの 

中間決算末日の市場価格
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 

(2) 有価証券 
  ① 子会社株式 

同左 
  ② その他有価証券 
    時価のあるもの 

中間決算末日の市場価格
等に基づく時価法 
(評価差額は、全部純資
産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 

同左 

(2) 有価証券 
  ① 子会社株式 

同左 
  ② その他有価証券 
    時価のあるもの 

決算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 

同左 
２ 固定資産の減価償却の方法 
 (1) 有形固定資産 
   定額法によっております。
なお、耐用年数および残存価
額については、法人税法の規
定と同一の基準によっており
ます。 

   ただし、建物(建物附属設備
は除く)については、平成10年
度の法人税法の改正により耐
用年数が短縮されております
が、改正前の耐用年数によっ
ております。 

 
 
 (2) 無形固定資産 

 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 固定資産の減価償却の方法 
 (1) 有形固定資産 

同左 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 無形固定資産 

同左 

２ 固定資産の減価償却の方法 
 (1) 有形固定資産 

同左 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 無形固定資産 

同左 

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、回収不能見込額
を計上しております。 

  ａ 一般債権 
    貸倒実績率法によっており

ます。 
  ｂ 貸倒懸念債権及び破産更生

債権 
    財務内容評価法によってお

ります。 
 (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、支
給見込額に基づき計上して
おります。 

３ 引当金の計上基準 
 (1) 貸倒引当金 

  同左 
 
 
 ａ 一般債権 
       同左 
 
  ｂ 貸倒懸念債権及び破産更生

債権 
同左 

 (2) 賞与引当金 
同左 

３ 引当金の計上基準 
 (1) 貸倒引当金 

同左 
 
 
 ａ 一般債権 

同左 
 
  ｂ 貸倒懸念債権及び破産更生

債権 
同左 

 (2) 賞与引当金 
同左 
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前中間会計期間 

(自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 

 (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
付債務の見込額に基づき、当
中間会計期間末において発生
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 
同左 

 (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
付債務の見込額に基づき計上
しております。 

 (4) 子会社損失引当金 
    債務超過の解消に長期間を

要すると判断される子会社の
損失に備えるため、当該子会
社の債務超過相当額を引き当
てております。 

 (4) 子会社損失引当金 
同左 

 (4) 子会社損失引当金 
同左 

４ 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。 

４ リース取引の処理方法 
同左 

４ リース取引の処理方法 
同左 

５ その他中間財務諸表作成のため
の基本となる重要な事項 

   消費税等の処理方法 
会計処理は税抜方式によって
おります。 

５ その他中間財務諸表作成のため
の基本となる重要な事項 

   消費税等の処理方法 
同左 

５ その他財務諸表作成のための基
本となる重要な事項 

   消費税等の処理方法 
同左 
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会計処理の変更 
前中間会計期間 

(自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日) 

前事業年度 
 (自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 

 
 

――――― 
 
 
 
 

（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。 
従来の「資本の部」の合計に相当
する金額は、2,197,160千円であり
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。 
 

 
 

――――― 
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 
 

項目 前中間会計期間末 
(平成17年７月31日) 

当中間会計期間末 
(平成18年７月31日) 

前事業年度末 
(平成18年１月31日) 

※１ 有形固定資産の減
価償却累計額 

3,496,203千円 3,645,696千円 3,515,509千円 

※２ 貸倒引当金 
   直接控除額 

投資その他の資産 
200千円 

投資その他の資産 
―千円 

投資その他の資産 
―千円 

※３ 消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受
消費税等は相殺のう
え、流動負債「その
他」に含めて表示して
おります。 

同左 ――――――― 

 

(中間損益計算書関係) 
 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 

※１ 営業外収益のう 
   ち 
   受取利息 

 
 

155千円 

 
 

122千円 

 
 

304千円 
※２ 営業外費用のう 
   ち 
   支払利息 

 
 

8,791千円 

 
 

8,233千円 

 
 

17,366千円 

※３ 特別利益の内訳 

子会社損失引当

金戻入額 

 

19,440千円 

 

―千円 

 

15,300千円 

※４ 特別損失の内訳 

   固定資産除却損 

貸倒引当金繰入

額 

その他の投資評

価損 

 

― 

13,540千円 

 

― 

 

 

―千円 

―千円 

 

― 

 

 

35,941千円 

―千円 

 

4,140千円 

５ 減価償却実施額 
   有形固定資産 
   無形固定資産 

 
112,198千円 
1,357千円 

 
130,885千円 
1,358千円 

 
232,471千円 
2,716千円 
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(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 2月 1日 至 平成18年 7月31日） 

自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末株式数 増加株式数 当中間会計期間期末株式数

 普通株式  （株） 102,926 9,610 112,536 

（注）自己株式の増加は、単元未満株式の買取による増加です。 
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(リース取引関係) 
 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１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 

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 

 

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) 

機械及び 
装置 171,144 152,128 19,016 

車両及び
運搬具 5,276 732 4,543 

工具器具 
及び備品 13,920 6,032 7,888 

合計 190,340 158,892 31,447 

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 

 

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) 

機械及び 
装置 174,214 163,998 10,216 

車両及び
運搬具 5,276 2,491 2,785 

工具器具 
及び備品 13,920 8,816 5,104 

合計 193,411 175,305 18,105 

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) 

期末 
残高 
相当額 
(千円) 

機械及び 
装置 174,214 157,986 16,227 

車両及び
運搬具 5,276 1,612 3,664 

工具器具 
及び備品 13,920 7,424 6,496 

合計 193,411 167,022 26,388 

 
 なお、取得価額相当額

は、未経過リース料中間期
末残高が有形固定資産の中
間期末残高等に占める割合
が低いため、支払利子込み
法により算定しておりま
す。 

なお、取得価額相当額
は、未経過リース料中間期
末残高が有形固定資産の中
間期末残高等に占める割合
が低いため、支払利子込み
法により算定しておりま
す。 

なお、取得価額相当額
は、未経過リース料期末残
高が有形固定資産の期末残
高等に占める割合が低いた
め、支払利子込み法により
算定しております。 

 ２ 未経過リース料中間期
末残高相当額 
１年内 15,952千円 
１年超 15,495千円 
合計 31,447千円 

 

２ 未経過リース料中間期
末残高相当額 
１年内 12,763千円 
１年超 5,341千円 
合計 18,105千円 

 

２ 未経過リース料期末残
高相当額 
１年内 16,566千円 
１年超 9,821千円 
合計 26,388千円 

 
 なお、未経過リース料中

間期末残高相当額は、未経
過リース料中間期末残高が
有形固定資産の中間期末残
高等に占める割合が低いた
め、支払利子込み法により
算定しております。 

なお、未経過リース料中
間期末残高相当額は、未経
過リース料中間期末残高が
有形固定資産の中間期末残
高等に占める割合が低いた
め、支払利子込み法により
算定しております。 

なお、未経過リース料期
末残高相当額は、未経過リ
ース料期末残高が有形固定
資産の期末残高等に占める
割合が低いため、支払利子
込み法により算定しており
ます。 

 ３ 支払リース料及び減価
償却費相当額 
支払 
リース料 7,829千円

減価償却費 
相当額 7,829千円

 

３ 支払リース料及び減価
償却費相当額 
支払 
リース料 8,283千円

減価償却費 
相当額 8,283千円

 

３ 支払リース料及び減価
償却費相当額 
支払 
リース料 15,959千円 

減価償却費 
相当額 15,959千円 

 
 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 
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(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成17年７月31日) 

 子会社株式で時価のあるものはありません。 

 

当中間会計期間末(平成18年７月31日) 

子会社株式で時価のあるものはありません。 

 

前事業年度末(平成18年１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２月１日 
至 平成17年７月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 

１株当たり純資産額 178円92銭 184円83銭 181円53銭 

１株当たり中間(当期)純利益 7円53銭 5円39銭 10円25銭 

潜在株式調整後 
１株当たり中間(当期)純利益 

なお、潜在株式調整後１
株当たり中間純利益につ
いては、潜在株式がない
ため、記載しておりませ
ん。 

なお、潜在株式調整後１
株当たり中間純利益につ
いては、潜在株式がない
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につ
いては、潜在株式がない
ため、記載しておりませ
ん。 

 

 算定上の基礎 

  １ １株当たり純資産額 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 

中間貸借対照表の純資産の部の
合計額(千円) 

― 2,197,160 ― 

純資産の部の合計額から控除す
る金額(千円) 

― ― ― 

普通株式に係る純資産額(千円) ― 2,197,160 ― 

普通株式の発行済株式数（株） ― 12,000,000 ― 

普通株式の自己株式数（株） ― 112,536 ― 

1株当たり純資産の算定に用い
られた普通株式の数(株) 

― 11,887,464 ― 

 

  ２ １株当たり中間(当期)純利益金額 
 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 

中間(当期)純利益(千円) 89,737 64,067 122,136 

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) 

89,737 64,067 122,136 

普通株式の期中平均株 
式数(株) 

11,917,900 11,892,325 11,909,944 
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(重要な後発事象) 
前中間会計期間 

(自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 

 
――――― 

 

子会社株式の譲渡 
平成18年9月29日開催の取締役
会において、当社の連結子会社
である㈱エヌ・エー・シーの株
式譲渡に関し、以下のとおり決
議いたしました。 
 
1.譲渡の理由及び譲渡先 
㈱エヌ・エー・シーの依頼に
より、発行会社が自己株式を取
得する方法で、同社に対し譲渡
するものであります。 
 

2.譲渡の時期 

平成18年10月初旬（予定） 

3.当該子会社の事業等 

㈱エヌ・エー・シーの事業概
要は、「企業集団の状況」に記
載のとおりであります。 
 
4.譲渡する株式の数、譲渡価額及
び譲渡後の議決権の所有割合 
譲渡株式数       2,400株 

譲渡価額        21百万円 

譲渡後の議決権の所有割合 18.2% 
 
5.当該事象の業績等に与える影響 
当該譲渡により、当事業年度にお
いて、譲渡益20百万円を計上する
予定です。 

 
――――― 
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