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１．平成18年８月中間期の業績（平成18年３月１日～平成18年８月31日）

(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満及び銭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８月中間期 12,288 △9.9 1,654 △33.9 1,724 △32.2

17年８月中間期 13,634 11.9 2,501 18.8 2,543 19.6

18年２月期 28,405 4,406 4,453

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８月中間期 1,022 △32.6 7,098 57

17年８月中間期 1,516 23.3 10,529 05

18年２月期 2,651 17,986 68

（注）①期中平均株式数 18年８月中間期 144,000株 17年８月中間期 144,000株 18年２月期 144,000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。

(2）財政状態 （注）記載金額は百万円未満及び銭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８月中間期 19,326 13,087 67.7 90,886 89

17年８月中間期 17,969 11,646 64.8 80,875 59

18年２月期 20,146 12,571 62.4 86,873 18

（注）①期末発行済株式数 18年８月中間期 144,000株 17年８月中間期 144,000株 18年２月期 144,000株

②期末自己株式数 18年８月中間期 －株 17年８月中間期 －株 18年２月期 －株

２．平成19年２月期の業績予想（平成18年３月１日～平成19年２月28日）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 28,500 4,500 2,680

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　18,611円11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 年間

18年２月期 1,500 3,500 5,000

19年２月期（実績） 1,500 －  

19年２月期（予想） － 1,500 3,000

※　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。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の７ページを参照して下さい。
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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８月31日）

当中間会計期間末
（平成18年８月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年２月28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 8,129,365 3,601,175 9,719,979

２．売掛金 3,533,454 3,742,146 3,870,868

３．たな卸資産 549,890 478,933 472,597

４．前渡金 3,158,593 3,002,352 3,140,653

５．親会社に対する短期
貸付金

－ 4,000,000 －

６．繰延税金資産 382,033 547,981 626,310

７．その他 193,066 253,856 182,734

貸倒引当金 △1,067 △3,413 △1,166

流動資産合計 15,945,338 88.7 15,623,032 80.8 18,011,978 89.4

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※ 581,890 652,743 626,050

２．無形固定資産 59,623 252,475 96,880

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 1,065,218 1,173,800 1,072,277

(2）関係会社株式 － 1,407,153 110,523

(3）繰延税金資産 － － 4,293

(4）その他 432,782 324,422 335,642

貸倒引当金 △115,292 1,382,708 △106,700 2,798,676 △111,500 1,411,236

固定資産合計 2,024,221 11.3 3,703,895 19.2 2,134,167 10.6

資産合計 17,969,559 100.0 19,326,928 100.0 20,146,146 100.0

(負債の部)

Ⅰ　流動負債

１．支払手形 600,564 510,097 783,257

２．買掛金 3,200,622 3,427,414 3,574,911

３．未払法人税等 863,468 625,983 1,059,490

４．役員賞与引当金 － 28,901 －

５．前受金 167,619 29,224 342,874

６．その他 963,671 999,102 1,259,760

流動負債合計 5,795,947 32.3 5,620,724 29.1 7,020,293 34.8

Ⅱ　固定負債

１．役員退職慰労引当金 164,291 203,634 180,936

２．繰延税金負債 313 30,385 －

３．その他 362,921 384,471 373,476

固定負債合計 527,527 2.9 618,491 3.2 554,413 2.8

負債合計 6,323,474 35.2 6,239,215 32.3 7,574,707 37.6

－ 28 －



前中間会計期間末
（平成17年８月31日）

当中間会計期間末
（平成18年８月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年２月28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 2,182,500 12.1 － － 2,182,500 10.8

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 1,214,500 － 1,214,500

資本剰余金合計 1,214,500 6.8 － － 1,214,500 6.0

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 79,318 － 79,318

２．任意積立金 5,944,769 － 5,944,769

３．中間（当期）未処
 分利益

2,012,533 － 2,932,133

利益剰余金合計 8,036,621 44.7 － － 8,956,221 44.5

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

212,463 1.2 － － 218,217 1.1

資本合計 11,646,085 64.8 － － 12,571,438 62.4

負債資本合計 17,969,559 100.0 － － 20,146,146 100.0

(純資産の部)

Ⅰ　株主資本

１．資本金 － － 2,182,500 11.3 － －

２．資本剰余金

(1）資本準備金 － 1,214,500 －

　資本剰余金合計 － － 1,214,500 6.3 － －

３．利益剰余金

(1）利益準備金 － 79,318 －

(2）その他利益剰余
　　金

任意積立金 － 7,544,431 －

繰越利益剰余金 － 1,788,965 －

　利益剰余金合計 － － 9,412,715 48.7 － －

株主資本合計 － － 12,809,715 66.3 － －

Ⅱ　評価・換算差額等

１．その他有価証券評
    価差額金

－ － 277,997 1.4 － －

評価・換算差額等合計 － － 277,997 1.4 － －

純資産合計 － － 13,087,712 67.7 － －

負債純資産合計 － － 19,326,928 100.0 － －
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28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 13,634,932 100.0 12,288,989 100.0 28,405,477 100.0

Ⅱ　売上原価 8,463,135 62.1 8,024,892 65.3 18,214,908 64.1

売上総利益 5,171,797 37.9 4,264,096 34.7 10,190,569 35.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費 2,670,656 19.6 2,609,759 21.2 5,783,935 20.4

営業利益 2,501,141 18.3 1,654,337 13.5 4,406,633 15.5

Ⅳ　営業外収益 ※１ 42,162 0.3 69,960 0.5 46,375 0.2

経常利益 2,543,303 18.6 1,724,297 14.0 4,453,009 15.7

Ⅴ　特別利益 ※２ 23,601 0.2 4,800 0.0 56,407 0.2

Ⅵ　特別損失 ※３ 4,478 0.0 4,069 0.0 14,413 0.1

税引前中間(当期)
純利益

2,562,426 18.8 1,725,027 14.0 4,495,003 15.8

法人税、住民税及び
事業税

857,988 630,685 1,905,359

法人税等調整額 188,253 1,046,242 7.7 72,148 702,833 5.7 △62,138 1,843,220 6.5

中間(当期)純利益 1,516,183 11.1 1,022,194 8.3 2,651,783 9.3

前期繰越利益 496,349 － 496,349

中間配当額 － － 216,000

中間(当期)未処分
利益

2,012,533 － 2,932,133
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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３月１日　至平成18年８月31日）

株主資本
 評価・換算

差額等

 純資産合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

 株主資本

合計

その他
有価証券
評価差額金資本準備金 利益準備金

その他利益
剰余金（注）

平成18年２月28日　残高

 （千円）
2,182,500 1,214,500 79,318 8,876,902 12,353,221 218,217 12,571,438

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当

 （千円）
   △504,000 △504,000  △504,000

利益処分による役員賞与

 （千円）
   △61,700 △61,700  △61,700

中間純利益

 （千円）
   1,022,194 1,022,194  1,022,194

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）

    － 59,779 59,779

中間会計期間中の変動額合計

  （千円）
－ － － 456,494 456,494 59,779 516,273

平成18年８月31日　残高

  （千円）
2,182,500 1,214,500 79,318 9,333,397 12,809,715 277,997 13,087,712

（注）その他利益剰余金の内訳

 
特別償却

準備金
別途積立金

繰越利益
剰余金

合計

平成18年２月28日　残高

   （千円）
769 5,944,000 2,932,133 8,876,902

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当

    （千円）
  △504,000 △504,000

特別償却準備金の取崩

    （千円）
△338  338 －

別途積立金の積立

    （千円）
 1,600,000 △1,600,000 －

利益処分による役員賞与

    （千円）
  △61,700 △61,700

中間純利益

    （千円）
  1,022,194 1,022,194

中間会計期間中の変動額合計

   （千円）
△338 1,600,000 △1,143,167 456,494

平成18年８月31日　残高

   （千円）
431 7,544,000 1,788,965 9,333,397
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(4) 中間キャッシュ・フロー計算書

前中間会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度の
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・
フロー

    

税金前中間（当期）純利益  2,562,426 － 4,495,003

減価償却費  147,651 － 347,090

諸引当金の増減額  △7,371 － 5,578

受取利息及び受取配当金  △37,154 － △38,978

固定資産売却損  81 － 81

固定資産除却損  4,396 － 5,331

和解金  － － 9,000

投資有価証券売却益  － － △29,000

売上債権の増減額  1,020,240 － 682,826

たな卸資産の増減額  58,895 － 136,188

前渡金の増減額  104,438 － 122,378

未収入金の増減  △7,485 － 1,018

前払費用の増減額  △25,546 － △7,622

仕入債務の増減額  △1,100,215 － △543,234

未払金の増減額  △197,743 － △60,328

前受金の増減額  96,880 － 272,134

差入保証金の増減額  107 － △15,202

預り保証金の増減額  25,321 － 35,876

役員賞与の支払額  △59,700 － △59,700

その他  △295,780 － △102,876

小計  2,289,441 － 5,255,567

利息及び配当金の受取額  37,154 － 38,978

和解金の支払額  － － △9,000

法人税等の支払額  △1,066,464 － △1,972,335

営業活動によるキャッシュ・
フロー

 1,260,132 － 3,313,211
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前中間会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度の
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・
フロー

    

有形固定資産の取得による
支出

 △151,833 － △382,994

有形固定資産の売却による
収入

 2 － 2

無形固定資産の取得による
支出

 △4,981 － △52,889

投資有価証券の取得による
支出

 △120,805 － △121,602

投資有価証券の売却による
収入

 － － 30,000

貸付金の回収による収入  5,015 － 8,415

投資活動によるキャッシュ・
フロー

 △272,604 － △519,069

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

    

配当金の支払額  △216,000 － △432,000

財務活動によるキャッシュ・
フロー

 △216,000 － △432,000

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額  771,527 － 2,362,141

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残
高

 7,357,837 － 7,357,837

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期
末（期末）残高

 8,129,365 － 9,719,979
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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３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

１．資産の評価基準及

び評価方法

(1）有価証券

　──────

(1）有価証券

子会社株式

(1）有価証券

子会社株式

 　　　移動平均法による原価

　　法を採用しております。

同左

その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

時価のあるもの 時価のあるもの 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）を採用し

ております。

　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）を採用し

ております。

　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）を採用しており

ます。

時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの

　移動平均法による原

価法を採用しておりま

す。

同左 同左

(2）たな卸資産 (2）たな卸資産 (2）たな卸資産

　総平均法による原価法

を採用しております。

同左 同左

２．固定資産の減価償

却の方法

(1）有形固定資産

　定率法を採用しており

ます。

　なお、主な耐用年数は

以下のとおりであります。

工具器具及び備品

２年～15年

映像マスター  　２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 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産

　ソフトウエア（自社利

用分）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。

同左 同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 (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、貸倒懸念債権及

び破産更生債権等につい

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。

同左 同左

 (2）役員賞与引当金  

 　役員の次回の賞与支給

に備えて、次回支給見込

額のうち当中間会計期間

負担分を計上しておりま

す。

 

(2）退職給付引当金 (3）退職給付引当金 (2）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度末

における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基

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。

　なお、当中間会計期間

末においては年金資産が

退職給付債務を上回って

おりますので退職給付引

当金の残高はありませ

ん。

　また、数理計算上の差

異は発生の翌事業年度か

ら10年（各事業年度の発

生時の従業員の平均残存

勤務期間以内）で均等償

却しております。

同左 　従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度末

における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基

づき計上しております。

　なお、当事業年度末に

おいては、年金資産が退

職給付債務を上回ってお

りますので退職給付引当

金の残高はありません。

　また、数理計算上の差

異は発生の翌事業年度か

ら10年（各事業年度の発

生時の従業員の平均残存

勤務期間以内）で均等償

却しております。

(3）役員退職慰労引当金 (4）役員退職慰労引当金 (3）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支

給に備えるため、内規に

基づく中間期末要支給額

を計上しております。

同左 　役員の退職慰労金の支

給に備えるため、内規に

基づく期末要支給額を計

上しております。

４．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。

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 
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

６．中間キャッシュ・

フロー計算書

（キャッシュ・フ

ロー計算書）にお

ける資金の範囲

　手許現金、要求払預金

及び取得日から３ヶ月以

内に満期日の到来する流

動性の高い、容易に換金

可能であり、かつ、価値

の変動について僅少なリ

スクしか負わない短期的

な投資を現金及び現金同

等物としております。

────── 　手許現金、要求払預金

及び取得日から３ヶ月以

内に満期日の到来する流

動性の高い、容易に換金

可能であり、かつ、価値

の変動について僅少なリ

スクしか負わない短期的

な投資を現金及び現金同

等物としております。

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

(1）消費税等の会計処理

　税抜方式によっており

ます。

　なお、仮払消費税等及

び預り消費税等は相殺の

うえ流動負債の「その他

」に含めて表示しており

ます。

(1）消費税等の会計処理

同左

 

　なお、仮払消費税等及

び預り消費税等は相殺の

うえ流動資産の「その他

」に含めて表示しており

ます。

(1）消費税等の会計処理

同左

 

──────

 (2）利益処分方式による特別

償却準備金の取扱い

　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。

 ──────

 

 

 ──────
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会計処理の変更

前中間会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

──────

──────

（役員賞与に関する会計基準）

　当中間会計期間から「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。これによ

り従来の方法に比べて、営業利益、経

常利益及び税引前中間純利益が、

28,901千円減少しております。

 

 （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）および

「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）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13,087,712千円であります。

　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。

 ──────

 ──────
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表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

（中間貸借対照表）

　「投資有価証券」は、前中間会計期間まで、投資その他

の資産「その他」に含めて表示していましたが、当中間会

計期間末において資産の総額の100分の５を超えたため区

分掲記しました。

　なお、前中間期末の「投資有価証券」の金額は747,613

千円であります。

 　──────

　──────

（中間貸借対照表）

　「関係会社株式」は、前中間会計期間まで、投資その他

の資産「その他」に含めて表示していましたが、当中間会

計期間末において資産の総額の100分の５を超えたため区

分掲記しました。

　なお、前中間期末の「関係会社株式」の金額は110,523

千円であります。
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追加情報

前中間会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

（外形標準課税）

　外形標準課税制度の導入に伴い、法

人事業税の付加価値割及び資本割

17,661千円は、実務対応報告第12号

「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

務上の取り扱い」（企業会計基準委員

会（平成16年２月13日））に従い、販

売費及び一般管理費として処理してお

ります。

 

────── （外形標準課税）

　外形標準課税制度の導入に伴い、法

人事業税の付加価値割及び資本割

36,862千円は、実務対応報告第12号

「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

務上の取り扱い」（企業会計基準委員

会（平成16年２月13日））に従い、販

売費及び一般管理費として処理してお

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８月31日）

当中間会計期間末
（平成18年８月31日）

前事業年度末
（平成18年２月28日）

※　有形固定資産の減価償却累計額 ※　有形固定資産の減価償却累計額 ※　有形固定資産の減価償却累計額

3,101,370千円 3,357,879千円 3,278,795千円

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの

受取利息 806千円

受取配当金 36,348

為替差益 1,556

受取利息 1,434千円

受取配当金 56,044

為替差益 5,118

受取利息 1,358千円

受取配当金 37,620

為替差益 1,904

※２．特別利益のうち主要なもの ※２．特別利益のうち主要なもの ※２．特別利益のうち主要なもの

貸倒引当金戻入

額

23,601千円 貸倒引当金戻入

額

4,800千円 貸倒引当金戻入

額

27,407千円

投資有価証券売

却益

29,000 

※３．特別損失のうち主要なもの ※３．特別損失のうち主要なもの ※３．特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損 4,396千円 固定資産除却損 4,069千円 固定資産除却損 5,331千円

和解金 9,000

４．減価償却実施額 ４．減価償却実施額 ４．減価償却実施額

有形固定資産 139,695千円

無形固定資産 7,780

有形固定資産 141,074千円

無形固定資産 12,359

有形固定資産 329,004千円

無形固定資産 17,646

（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３月１日　至平成18年８月31日）

 

　自己株式の種類及び株式数に関する事項

 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（株） － － － －
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（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

　現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係

────── 　現金及び現金同等物の期末残高と貸

借対照表に掲記されている科目の金額

との関係

現金及び預金勘定 8,129,365千円

現金及び現金同等物 8,129,365千円

現金及び預金勘定 9,719,979千円

現金及び現金同等物 9,714,979千円

（リース取引関係）

　ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。
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（有価証券関係）

前中間会計期間末（平成17年８月31日）

１．時価のある有価証券

区分

前中間会計期間
（平成17年８月31日）

取得原価（千円）
  中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

その他有価証券

　株式 51,586 411,694 360,107

２．時価評価されていない有価証券

区分

前中間会計期間
（平成17年８月31日）

中間貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式（店頭売買株式を除く） 764,047

  （注） 減損処理の対象銘柄は次の基準としております。

　　　　　　時価の下落率が50％以上のもの・・・・・・全銘柄

　　　　　　時価の下落率が30以上50％未満のもの・・・回復可能性がないと判断した銘柄

当中間会計期間末（平成18年８月31日）

　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。

前事業年度末（平成18年２月28日）

１．時価のある有価証券

区分

前事業年度
（平成18年２月28日）

取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

その他有価証券

　株式 52,383 419,753 367,370

２．時価評価されていない有価証券

区分

前事業年度
（平成18年２月28日）

貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式（店頭売買株式を除く） 763,047

  （注） 減損処理の対象銘柄は次の基準としております。

　　　　　　時価の下落率が50％以上のもの・・・・・・全銘柄

　　　　　　時価の下落率が30以上50％未満のもの・・・回復可能性がないと判断した銘柄
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（デリバティブ取引関係）

前中間会計期間末（平成17年８月31日）

　該当事項はありません。

 

前事業年度末（平成18年２月28日）

　該当事項はありません。

 

（持分法損益等）

前中間会計期間（自平成17年３月１日　至平成17年８月31日）

　該当事項はありません。

 

前事業年度（自平成17年３月１日　至平成18年２月28日）

　該当事項はありません。

 

（１株当たり情報）

項目
前中間会計期間

（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

１株当たり純資産

額
80,875円59銭 86,873円18銭

１株当たり中間

（当期）純利益 10,529円05銭

　中間連結財務諸表を作成し

ているため記載を省略してお

ります。

17,986円68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

中間純利益金額については、

新株予約権付社債等潜在株式

が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

当期純利益金額については、

新株予約権付社債等潜在株式

がないため記載しておりませ

ん。

   

 

（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とおりであります。

 

前中間会計期間
（自平成17年３月１日
至平成17年８月31日）

当中間会計期間 
（自平成18年３月１日
至平成18年８月31日）

前事業年度 
（自平成17年３月１日
至平成18年２月28日）

中間（当期）純利益（千円） 1,516,183  ──── 2,651,783

普通株主に帰属しない金額（千円） ──── ──── 61,700

（うち利益処分による役員賞与金） (────) (────) (61,700)

 普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円） 1,516,183  ──── 2,590,083

期中平均株式数（株） 144,000  ──── 144,000
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

────── ────── 株式取得による会社の買収

　平成18年４月７日開催の臨時取締役

会の決議に基づき、平成18年５月１日

に株式会社ランティスの株式を取得い

たしました。その概要は次のとおりで

あります。

(1）目的

　　　音楽事業の業績拡大のため。

(2）株式取得の方法

　　　発行済株式の譲受及び第三者

　　割当増資の引受け

(3）当該会社の概要

　①商号　株式会社ランティス

　②事業内容

　　　ソフトウェア企画・制作・発

　　売

　　　音楽著作権の取得及び管理コ

　　ンパクトディスク等の原盤の企

　　画・製作

　③資本金　50百万円

　④売上高　19億73百万円

　　　　　　（平成17年９月期）

　⑤経常利益 1億68百万円

　　　　　　（平成17年９月期）

(4）取得株式の数、取得価額及び取

　　得後の持分比率

　①株式数　　810株

　②取得価額　10億円

　③持分比率　50.6％

(5）資金調達の方法

　　　自己資金の充当

(6）その他の内容

　　　同社は平成18年５月１日より

　　当社の連結子会社となりまし

　　た。
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