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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 5,742 25.9 253 175.6 245 129.7

17年８月中間期 4,562 24.0 91 175.1 106 684.4

18年２月期 9,826 262 267

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 36 △15.2 161 47

17年８月中間期 42 32.0 955 41

18年２月期 108 483 77

（注）①期中平均株式数 18年８月中間期 225,511株 17年８月中間期 44,976株 18年２月期 225,080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 4,829 3,026 62.7 13,391 29

17年８月中間期 4,217 2,933 69.6 65,155 89

18年２月期 4,669 3,003 64.3 13,321 95

（注）①期末発行済株式数 18年８月中間期 225,690株 17年８月中間期 45,018株 18年２月期 225,460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 11,500 350 150

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）664円89銭

※　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。
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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  876,714   1,061,371   1,325,949   

２　受取手形  33,200   71,426   23,800   

３　売掛金  1,172,949   1,434,192   1,252,606   

４　たな卸資産  ―   25,950   88,036   

５　その他  136,457   237,079   229,149   

６　貸倒引当金  △8,459   △7,115   △6,025   

流動資産合計   2,210,862 52.4  2,822,903 58.4  2,913,516 62.4

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産 ※１ 77,422   238,291   72,441   

２　無形固定資産           

　(1）ソフトウェア  287,276   262,974   272,787   

  (2）その他  43,924   3,602   65,759   

計  331,201   266,577   338,546   

３　投資その他の資産           

(1）投資有価証券  168,889   155,235   205,538   

(2）関係会社株式  909,140   857,489   903,673   

(3）長期性預金  300,000   ―   ―   

(4) 敷金保証金  ―   442,104   236,679   

(5）その他  633,099   256,050   246,754   

(6）貸倒引当金  △96,654   △91,537   △83,514   

(7）投資損失引当金  △316,959   △117,339   △164,422   

計  1,597,516   1,502,004   1,344,710   

固定資産合計   2,006,139 47.6  2,006,872 41.6  1,755,698 37.6

資産合計   4,217,002 100.0  4,829,776 100.0  4,669,215 100.0

           

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１　営業未払金  599,242   675,814   735,637   

２　短期借入金  ―   100,000   200,000   

３　１年内返済予定長
期借入金

 225,200   257,500   254,800   

４　賞与引当金  ―   8,000   ―   

５　その他 ※２ 293,934   306,176   277,404   

流動負債合計   1,118,377 26.5  1,347,491 27.9  1,467,841 31.5

Ⅱ　固定負債           

１　長期借入金  117,500   412,500   150,000   

２　退職給付引当金  44,897   40,503   44,766   

３　その他  3,040   3,040   3,040   

固定負債合計   165,437 3.9  456,043 9.4  197,806 4.2

負債合計   1,283,814 30.4  1,803,534 37.3  1,665,647 35.7
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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   1,026,788 24.4  ― ―  1,028,610 22.0

Ⅱ　資本剰余金           

１　資本準備金  262,200   ―   264,022   

２　その他資本剰余金  1,603,677   ―   1,603,677   

資本剰余金合計   1,865,877 44.3  ― ―  1,867,700 40.0

Ⅲ　利益剰余金           

１　中間（当期）未処
分利益

 39,928   ―   105,845   

利益剰余金合計   39,928 0.9  ― ―  105,845 2.3

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

  593 0.0  ― ―  1,411 0.0

資本合計   2,933,187 69.6  ― ―  3,003,567 64.3

負債資本合計   4,217,002 100.0  ― ―  4,669,215 100.0

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

　１　資本金   ― ―  1,032,043 21.4  ― ―

　２　資本剰余金           

(1) 資本準備金  ―   267,455   ―   

(2) その他資本剰余
金

 ―   1,603,677   ―   

　　　資本剰余金合計   ― ―  1,871,132 38.7  ― ―

　３　利益剰余金           

　　(1) 繰越利益剰余金  ―   119,711   ―   

　　　利益剰余金合計   ― ―  119,711 2.5  ― ―

　　株主資本合計   ― ―  3,022,887 62.6  ― ―

Ⅱ　評価・換算差額等           

１　その他有価証券評
価差額金

  ― ―  △606 △0.0  ― ―

評価・換算差額等合
計

  ― ―  △606 △0.0  ― ―

Ⅲ　新株予約権   ― ―  3,961 0.1  ― ―

　　純資産合計   ― ―  3,026,242 62.7  ― ―

　　負債純資産合計   ― ―  4,829,776 100.0  ― ―
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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   4,562,416 100.0  5,742,274 100.0  9,826,349 100.0

Ⅱ　売上原価   3,493,338 76.6  4,392,217 76.5  7,561,324 76.9

売上総利益   1,069,078 23.4  1,350,056 23.5  2,265,025 23.1

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

  977,186 21.4  1,096,828 19.1  2,002,744 20.4

営業利益   91,891 2.0  253,228 4.4  262,280 2.7

Ⅳ　営業外収益 ※１  22,145 0.5  5,292 0.1  27,018 0.2

Ⅴ　営業外費用 ※２  7,041 0.2  12,712 0.2  21,612 0.2

経常利益   106,996 2.3  245,809 4.3  267,686 2.7

Ⅵ　特別利益 ※３  3,510 0.1  1,220 0.0  9,540 0.1

Ⅶ　特別損失 ※4,6  44,616 1.0  172,544 3.0  67,723 0.7

税引前中間（当
期）純利益

  65,889 1.4  74,484 1.3  209,503 2.1

法人税、住民税及
び事業税

 22,294   52,367   26,359   

法人税等調整額  625 22,919 0.5 △14,296 38,071 0.7 74,257 100,616 1.0

中間（当期）純利
益

  42,970 0.9  36,412 0.6  108,887 1.1

前期繰越損失   3,042   ―   3,042  

中間（当期）未処
分利益

  39,928   ―   105,845  

           

    中間売上原価明細書

  
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）

前当事業年度の
要約売上原価明細書

（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)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

Ⅰ　期首仕掛品棚卸
高

 ― ― 86,730 2.0 ― ―

Ⅱ　業務委託費  1,304,564 37.3 1,901,608 43.3 3,144,643 41.6

Ⅲ　労務費  2,150,728 61.6 2,371,754 54.0 4,405,587 58.3

Ⅳ　経費  38,044 1.1 55,406 1.2 97,823 1.3

Ⅴ　期末仕掛品棚卸
高

 ― ― △23,281 △0.5 △86,730 △1.2

売上原価  3,493,338 100.0 4,392,217 100.0 7,561,324 100.0
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(3) 中間株主資本等変動計算書

株主資本  評価・換算差額等

 新株予約
権

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 

評価・換算
差額等合

計 資本準備金
その他資本
剰余金 

資本剰余金
合計 

その他剰余
金

利益剰余金
合計 

繰越利益剰
余金

前事業年度末残高

（千円）
1,028,610 264,022 1,603,677 1,867,700 105,845 105,845 3,002,155 1,411 1,411 ― 3,003,567

当中間会計期間中の

変動額

新株の発行（千

円）
3,432 3,432  3,432  ― 6,865  ―  6,865

剰余金の配当（千

円）
   ― △22,546 △22,546 △22,546  ―  △22,546

中間純利益（千

円）
   ― 36,412 36,412 36,412  ―  36,412

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）

   ―  ― ― △2,018 △2,018 3,961 1,942

当中間会計期間中の変

動額合計

（千円）

3,432 3,432 ― 3,432 13,866 13,866 20,732 △2,018 △2,018 3,961 22,674

当中間会計期間末残

高

（千円）

1,032,043 267,455 1,603,677 1,871,132 119,711 119,711 3,022,887 △606 △606 3,961 3,026,242
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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

子会社株式及び関連会社株式

総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、

売却原価は総平均法により算

定）

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

部純資産直入法により処理し、

売却原価は総平均法により算

定）

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

原価は総平均法により算定）

 時価のないもの

総平均法による原価法

時価のないもの

総平均法による原価法

なお、投資事業組合（投資事

業有限責任組合含む）への出

資金に関わる会計処理は、組

合の資産、負債、収益及び費

用を出資持分割合に応じて計

上しております。 

時価のないもの

同左

 (2）デリバティブ取引

　　時価法

　　　（ただし、特例処理の要

　　件を満たしている場合に　

　　は、特例処理によっており

　　ます。）

(2）デリバティブ取引

同左

(2）デリバティブ取引

同左

 (3) たな卸資産 

―――─――

(3) たな卸資産 

仕掛品　個別法による原価法

貯蔵品　最終仕入原価法

(3) たな卸資産 

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。

建物及び附属設備　３～15年

器具備品　　　　　３～15年

(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。

建物及び附属設備　３～15年

器具備品　　　　　３～15年

（追加情報）

　新本社移転計画に伴い、除却

予定の建物等について、耐用年

数を除却予定時までの期間に変

更しております。この結果、臨

時償却費12,220千円を特別損

失に計上しております。  

(1）有形固定資産

同左

　

 

 

 

 (2）無形固定資産

　　定額法を採用しております。

　

　なお、ソフトウェア（自社利

　用）については、社内における

　見込利用可能期間（３～５年）

　による定額法を採用しておりま

　す。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

 (3）長期前払費用

　　均等償却によっております。　

(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 新株発行費 新株発行費 新株発行費

　支出時に全額費用として処理して

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）

４　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、貸倒懸念等特定の

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。

同左 同左

 (2）投資損失引当金 (2）投資損失引当金 (2）投資損失引当金

　子会社株式及び関連会社株式の

実質価値の低下による損失に備え

て、その財政状態等を勘案して必

要と認められる額を計上しており

ます。

同左 同左

(3）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、支給見込額の

当中間会計期間負担額を計上して

おります。

（追加情報）

　賞与のうち年２回支給する給与

加算額はその支給対象期間が会計

期間に一致しているため、引当金

の計上はありません。賞与のうち

業績連動部分については、当中間

会計期間における支給見込みはあ

りません。

(3）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、支給見込額の

当中間会計期間負担額を計上して

おります。

(3）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。

 

（追加情報）

　賞与のうち年２回支給する給与

加算額はその支給対象期間が会計

期間に一致しているため、引当金

の計上はありません。賞与のうち

業績連動部分については、当事業

年度における支給見込みはありま

せん。

(4）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。

(4）退職給付引当金

同左

(4）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。

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

６　ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　金利スワップについては、特例

処理の要件を満たしておりますの

で、特例処理を採用しております。

(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

ヘッジ手段

金利スワップ

ヘッジ対象

借入金の利息

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(3）ヘッジ方針

　当社は、借入金の金利変動リス

クを回避する目的で金利スワップ

取引を行っており、ヘッジ対象の

識別は個別契約毎に行っておりま

す。

(3）ヘッジ方針

同左

(3）ヘッジ方針

同左
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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）

 (4）ヘッジ有効性評価の方法 (4）ヘッジ有効性評価の方法 (4）ヘッジ有効性評価の方法

 　リスク管理方針に従って、以下

の条件を満たす金利スワップを締

結しております。

同左 　リスク管理方針に従って、以下

の条件を満たす金利スワップを締

結しております。

 １）金利スワップの想定元本と

長期借入金の元本金額が一致

している。

 １）金利スワップの想定元本と

長期借入金の元本金額が一致

している。

 ２）金利スワップと長期借入金

の契約期間及び満期が一致し

ている。

 ２）金利スワップと長期借入金

の契約期間及び満期が一致し

ている。

 ３）長期借入金と金利スワップ

の金利改定条件が一致してい

る。

 ３）長期借入金と金利スワップ

の金利改定条件が一致してい

る。

 ４）金利スワップの受払い条件

がスワップ期間を通して一定

である。

 ４）金利スワップの受払い条件

がスワップ期間を通して一定

である。

 　従って、金利スワップの特例処

理の要件を満たしているので、中

間決算日における有効性の評価を

省略しております。

 　従って、金利スワップの特例処

理の要件を満たしているので、決

算日における有効性の評価を省略

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。

(1）消費税等の会計処理

同左

(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

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）

──────  （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等）

  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3,022,281千円であります。

  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財

務諸表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。 

──────

────── （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。

　これにより税金等調整前中間純利益

は、51,821千円減少しております。

  なお、減損損失累計額につきまして

は改正後の中間財務諸表等規則に基づ

き各資産の金額から直接控除しており

ます。 

──────

────── （ストック・オプション等に関する会

計基準等）

  当中間会計期間から「ストック・オ

プション等に関する会計基準」（企業

会計基準委員会  平成17年12月27日  

企業会計基準第８号）及び「ストック・

オプション等に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準委員会  最終改

正平成18年５月31日  企業会計基準適

用指針第11号）を適用しております。

  これにより営業利益、経常利益及び

税引前中間純利益が3,961千円減少して

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）

１　「ソフトウェア」は、従来、無形固定資産の「その

他」に含めて表示しておりましたが、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、前中間会計期間における「ソフトウェア」の金額

は47,418千円であります。

 

２　当中間会計期間より「長期性預金」が発生いたしまし

たので、区分掲記しております。

（中間貸借対照表）

１　「敷金保証金」は、従来、投資その他の資産の「その

他」に含めて表示しておりましたが、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、前中間会計期間における「敷金保証金」の金額は

150,598千円であります。

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）

外形標準課税の導入について  ────── 外形標準課税の導入について

　「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、

前会計期間から「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

5,839千円増加し、営業利益、経常利

益及び税金等調整前中間純利益が、そ

れぞれ5,839千円減少しております。

 　「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

11,202千円増加し、営業利益、経常利

益及び税金等調整前当期純利益が、そ

れぞれ11,202千円減少しております。
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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）

※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

 147,480千円  116,602千円       173,399千円

※２　消費税等の取扱い ※２　消費税等の取扱い ※２　　　　　――――――

　仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺の上、金額的重要性が乏しいため、流

動負債の「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）

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

受取利息配当金 4,626千円

投資有価証券売却益 14,562千円

受取利息配当金   2,096千円 受取利息配当金    8,008千円

投資有価証券売却益   14,562千円

※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの

支払利息 5,278千円 支払利息   5,683千円 支払利息 8,829千円

投資事業組合投資損失 6,274千円

※３　特別利益のうち主要なもの ※３　特別利益のうち主要なもの ※３　特別利益のうち主要なもの

貸倒引当金戻入益 3,510千円 貸倒引当金戻入益   1,220千円 貸倒引当金戻入益    9,540千円

※４　特別損失のうち主要なもの ※４　特別損失のうち主要なもの ※４　特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損 263千円

投資有価証券評価損 40,650千円

投資損失引当金繰入額 3,520千円

固定資産除却損    2,874千円

投資有価証券評価損   48,000千円

関連会社株式評価損  210千円

本社移転費用  57,417千円

臨時償却費  12,220千円

減損損失 51,821千円

固定資産売却損     182千円

固定資産除却損 263千円

投資有価証券評価損   44,607千円

投資損失引当金繰入額    2,382千円

子会社整理損 8,067千円

臨時償却費 12,220千円

　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 11,311千円

無形固定資産 30,446千円

有形固定資産   24,482千円

無形固定資産 39,461千円

有形固定資産   25,008千円

無形固定資産  73,230千円

※６　         ────── ※６　減損損失

 (1）減損損失を認識した資産

場所 用途 種類

東京都千代田区 遊休 ソフトウェア

 (2）減損損失の認識に至った経緯

　当該資産につき、当中間会計期間にお

いてサービス提供が終了したことにより、

当該用途に使用する資産の帳簿価額の回

収可能性が認められないこととなったた

め、帳簿価額全額を減額いたしました。

 (3）減損損失の内訳

ソフトウェア   51,821千円

 (4）資産のグルーピングの方法

　当社は管理会計上の事業所等を単位と

して資産のグルーピングを行っておりま

す。ただし、遊休資産については個別に

グルーピングを行い、本社管理部門に係

る資産等は共有資産としており、より大

きなグルーピングで評価しております。

※６　         ──────
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前事業年度末株式数
（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

普通株式 225,460 230 － 225,690

合計 225,460 230 － 225,690

（注）　普通株式の株式数の増加230株は、新株予約権の権利行使による増加であります。
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①　リース取引

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　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

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

①　リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額及び期末残高相

当額

 

有形固
定資産

その他
(千円)

計
（千円）器具備

品
（千円）

取得価額相当
額

16,854 423 17,277

減価償却累計
額相当額

2,648 84 2,732

中間期末残高
相当額

14,205 338 14,544

 

 

有形固
定資産

その他
(千円)

計
（千円）器具備

品
（千円）

取得価額相当
額

28,717 423 29,140

減価償却累計
額相当額

6,680 169 6,849

中間期末残高
相当額

22,037 253 22,291

 

 

有形固
定資産

その他
(千円)

計
（千円）器具備

品
（千円）

取得価額相当
額

16,854 423 17,277

減価償却累計
額相当額

4,268 126 4,395

期末残高相当
額

12,585 296 12,881

 

②　未経過リース料中間期末残高相

当額

②　未経過リース料中間期末残高相

当額

②　未経過リース料期末残高相当額

１年内 3,251千円

１年超 11,454

合計 14,705

１年内   5,688千円

１年超 16,837

合計 22,526

１年内 3,283千円

１年超 9,804

合計 13,087

 

③　支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

③　支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

③　支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 1,517千円

減価償却費相当額 1,424

支払利息相当額 153

支払リース料  2,546千円

減価償却費相当額 2,453

支払利息相当額 122

支払リース料  3,272千円

減価償却費相当額 3,087

支払利息相当額 291

④　減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法

④　減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法

④　減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法 減価償却費相当額の算定方法 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。

同左 同左

利息相当額の算定方法 利息相当額の算定方法 利息相当額の算定方法

…リース料総額とリース物件の

取得価額相当額の差額を利息

相当額とし、各期への配分方

法については、利息法によっ

ております。

同左 同左

２　オペレーティング・リース取引 ２　オペレーティング・リース取引 ２　オペレーティング・リース取引

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料

１年内 1,339千円

１年超 3,137

合計 4,476

１年内   1,344千円

１年超 1,923

合計 3,267

１年内   1,385千円

１年超 2,530

合計 3,915
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②　有価証券

前中間会計期間末（平成17年８月31日）

有価証券

　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。

当中間会計期間末（平成18年８月31日）

有価証券

　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）

有価証券

　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）

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 65,155円89銭      13,391円29銭       13,321円95銭

１株当たり中間（当期）純利益 955円41銭   161円47銭      483円77銭

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益
943円37銭    160円78銭      478円00銭

   

　当社は、平成17年10

月20日付で普通株式１

株につき普通株式５株

の割合で株式分割を行

いました。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）

の各数値は以下のとお

りであります。 

１株当たり純

資産額
12,863円22銭

１株当たり当

期純利益
217円50銭

潜在株式調整

後１株当たり

当期純利益

216円25銭

　（注）　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 42,970千円       36,412千円       108,887千円

普通株主に帰属しない金額 ―千円   ─千円   ─千円

普通株式に係る中間（当期）純利益 42,970千円      36,412千円       108,887千円

普通株式の期中平均株式数 普通株式　44,976株 普通株式 225,511株 普通株式 225,080株

潜在株式の調整後１株当たり中間（当

期）純利益の算定に用いられた中間（当

期）純利益調整額

―千円   ―千円  ― 千円

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

 

 

 

574株

 

 

 

   967株

 

 

 

   2,717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

定に含めなかった潜在株式の概要

――─――― 新株予約権

の目的とな

る株式の数

2,250株

――――─―
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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）

　平成17年４月21日開催の当社取締役

会の決議に基づき、次のように株式分

割による新株式を発行しております。

────── ──────

１　平成17年10月20日付をもって普通

株式１株につき５株に分割いたしま

す。

  

(1) 分割により増加する株式数    

普通株式　　180,072株   

(2) 分割方法   

　平成17年８月31日最終の株主名

簿及び実質株主名簿に記載又は記

録された株主の所有株式数を、１

株につき５株の割合をもって分割

いたします。

 　

２　配当起算日   

平成17年９月１日   

　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及び前

事業年度における１株当たり情報及び

当期首に行われたと仮定した場合の当

中間会計期間における１株当たり情報

は、それぞれ以下のとおりになります。

　 　

前中間会計期間 当中間会計期間 前会計年度

１株当たり純資
産額

12,826円51銭

１株当たり純資
産額

13,031円18銭

１株当たり純資
産額

12,863円22銭

１株当たり中間
純利益

145円49銭

１株当たり中間
純利益

191円08銭

１株当たり当期
純利益

217円50銭

潜在株式調整後
１株当たり中間
純利益

144円51銭

潜在株式調整後
１株当たり中間
純利益

188円67銭

潜在株式調整後
１株当たり当期
純利益

216円25銭
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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
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

────── ────── １　本店移転

　 　 　当社は、業容の拡大と業務の一層の

効率化を図るために平成18年５月に東

京都千代田区へ本店移転を行いまし

た。

　本店移転に伴い、敷金保証金及びオ

フィス環境整備のための什器・備品の

購入及び工事のため、約500,000千円

の支出を見込んでおります。

────── ────── ２　新株予約権の発行

　 　  　当社は、平成17年５月25日開催第

15回定時株主総会及び平成18年５月９

日開催の取締役会決議に基づき、次の

ようにストックオプションを目的とす

る新株予約権を発行いたしました。

新株予約権の発行日 　平成18年５月23日 

新株予約権の個数（個） 　　　　450

新株予約権の目的となる
株式の種類

　　　普通株式 

新株予約権の目的となる
株式の数（株） 

　　　　2,250 

新株予約権行使時の１株
当たり払込金額（円） 

　　63,709（注） 

新株予約権を行使するこ
とができる期間 

　平成22年６月１日～ 

 平成24年５月31日 

（注）新株予約権の行使時の１株当

　　　たり払込金額は新株予約権を

　　　発行する日の属する月の前月

　　　の各日の株式会社大阪証券取

　　　引所における当社の普通株式

　　　の普通取引の最終価格の平均

　　　値に1.05を乗じた金額を適用

　　　して決定したものです。
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