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１．平成18年９月中間期の業績（平成18年３月21日～平成18年９月20日）

(1）経営成績 （百万円未満切り捨て）

営業収益 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 969 308.1 322 358.9 322 400.4

17年９月中間期 237 － 70 － 64 －

18年３月期 748 240 233

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９月中間期 186 419.7 8,977 22

17年９月中間期 35 － 2,942 68

18年３月期 124 6,872 96

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 20,757株 17年９月中間期 12,185株 18年３月期 15,575株

②会計処理の方法の変更 無

③営業収益、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

(2）財政状態 （百万円未満切り捨て）

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９月中間期 6,158 3,943 64.0 175,645 80

17年９月中間期 1,608 1,515 94.3 79,771 85

18年３月期 2,114 1,603 75.9 83,518 84

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 22,450株 17年９月中間期 19,000株 18年３月期 19,000株

②期末自己株式数 18年９月中間期 －株 17年９月中間期 －株 18年３月期 －株

２．平成19年３月期の業績予想（平成18年３月21日～平成19年３月20日）

営業収益 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 2,267 1,134 658

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　9.784円00銭

（注）平成18年９月20日現在の株主に対し平成18年９月21日付をもって、普通株式１株につき３株の割合で株式分割しております。

なお、１株当たり予想当期純利益（通期）は、当該株式分割後の発行済株式数67,350株により算出しております。

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

18年３月期 － － － － － －

19年３月期（実績） － － － － －
－

19年３月期（予想） － － － － －

 
※　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当社で判断したものであり、リスクや不確定な要素が含まれており、実際の

成果や業績等は記載の予想と異なる可能性があります。
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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9月20日）
当中間会計期間末

（平成18年9月20日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年3月20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   1,437,997   1,191,836   1,800,060  

２．営業未収入金   93,375   250,912   14,497  

３．貯蔵品   －   540   83  

４．繰延税金資産   9,113   67,432   7,227  

５．短期貸付金   －   372,000   －  

６．その他   1,884   27,817   6,010  

流動資産合計   1,542,370 95.9  1,910,540 31.0  1,827,879 86.5

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産           

（1）建物  5,148   22,775   6,844   

減価償却累計額  1,693 3,455  2,397 20,377  2,155 4,688  

（2）車両運搬具  7,332   8,387   8,387   

減価償却累計額  4,613 2,718  4,981 3,406  4,334 4,053  

（3）工具器具備品  5,023   38,373   9,149   

減価償却累計額  2,647 2,375  7,132 31,240  2,962 6,186  

有形固定資産合計   8,549 0.5  55,025 0.9  14,928 0.7

２．無形固定資産   1,324 0.1  24,295 0.4  2,553 0.1

３．投資その他の資産           

（1）投資有価証券   20,000   2,148,038   165,500  

（2）出資金   3,000   82,000   26,000  

（3）投資用不動産 ※1  －   1,766,450   －  

（4）その他   32,801   172,414   77,152  

投資その他の資産合計   55,801 3.5  4,168,903 67.7  268,652 12.7

固定資産合計   65,675 4.1  4,248,223 69.0  286,134 13.5

資産合計   1,608,046 100.0  6,158,763 100.0  2,114,014 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年9月20日）
当中間会計期間末

（平成18年9月20日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年3月20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．短期借入金 ※1  －   1,400,000   －  

２．未払金   7,494   37,205   79,021  

３．未払費用   16,109   54,145   27,677  

４．未払法人税等   32,788   201,743   70,438  

５．賞与引当金   13,257   79,823   －  

６．役員賞与引当金   －   31,830   －  

７．その他   16,330   108,403   92,655  

流動負債合計   85,981 5.3  1,913,151 31.1  269,792 12.7

Ⅱ　固定負債           

１．預り敷金   5,000   300,964   238,964  

２．預り保証金   1,400   1,400   1,400  

固定負債合計   6,400 0.4  302,364 4.9  240,364 11.4

負債合計   92,381 5.7  2,215,515 36.0  510,156 24.1

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   695,000 43.2  － －  695,000 32.9

Ⅱ　資本剰余金           

１．資本準備金  675,000   －   675,000   

資本剰余金合計   675,000 42.0  － －  675,000 31.9

Ⅲ　利益剰余金           

１．利益準備金  200   －   200   

２．中間（当期）未処分利益  145,465   －   233,658   

利益剰余金合計   145,665 9.1  － －  233,858 11.1

資本合計   1,515,665 94.3  － －  1,603,858 75.9

負債・資本合計   1,608,046 100.0  － －  2,114,014 100.0

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

 １．資本金   － －  1,780,025 28.9  － －

 ２．資本剰余金           

 （1）資本準備金  －   1,760,025   －   

 資本剰余金合計   － －  1,760,025 28.6  － －

 ３．利益剰余金           

 （1）利益準備金  －   200   －   

 （2）その他利益剰余金           

 繰越利益剰余金  －   402,998   －   

 利益剰余金合計   － －  403,198 6.5  － －

 株主資本合計   － －  3,943,248 64.0  － －

 純資産合計   － －  3,943,248 64.0  － －

負債・純資産合計   － －  6,158,763 100.0  － －
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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21日
至　平成17年9月20日）

当中間会計期間
（自　平成18年3月21日
至　平成18年9月20日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年3月21日
至　平成18年3月20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　営業収益   237,647 100.0  969,880 100.0  748,577 100.0

Ⅱ　営業原価   74,702 31.4  348,787 36.0  285,794 38.2

営業総利益   162,945 68.6  621,093 64.0  462,783 61.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1  92,708 39.0  298,750 30.8  221,998 29.6

営業利益   70,237 29.6  322,343 33.2  240,784 32.2

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  1   639   536   

２．受取配当金  －   7,234   －   

３．出資分配金  －   7,236   －   

　４．投資不動産賃貸収入  －   28,098   －   

　５．労働保険料還付金  771   －   771   

　６．その他  32 804 0.3 768 43,977 4.5 94 1,402 0.2

Ⅴ　営業外費用           

　１．支払利息  －   6,522   －   

　２．株式交付費  －   15,346   －   

　３．新株発行費  6,597   －   6,597   

　４．上場関連費用  －   15,643   1,710   

　５．その他  － 6,597 2.8 6,305 43,817 4.5 － 8,307 1.1

経常利益   64,444 27.1  322,504 33.2  233,879 31.3

Ⅵ　特別損失           

１．固定資産除却損 ※2 － － － 4,009 4,009 0.4 403 403 0.1

税引前中間（当期）純
利益

  64,444 27.1  318,494 32.8  233,475 31.2

法人税、住民税及び事
業税

 30,690   193,116   109,642   

法人税等調整額  △2,101 28,588 12.0 △60,961 132,154 13.6 △216 109,426 14.6

中間（当期）純利益   35,855 15.1  186,340 19.2  124,048 16.6

前期繰越利益   109,609   －   109,609  

中間（当期）未処分利
益

  145,465   －   233,658  
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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21日　至平成18年９月20日）　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）　

　
 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本

合計
純資産合計 

資本準備金 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18年３月20日残高 695,000 675,000 200 233,658 233,858 1,603,858 1,603,858

中間会計期間中の変動額

　新株の発行 1,085,025 1,085,025 － － － 2,170,050 2,170,050

　役員賞与 － － － △17,000 △17,000 △17,000 △17,000

　中間純利益 － － － 186,340 186,340 186,340 186,340

中間会計期間中の変動額合

計
1,085,025 1,085,025 － 169,340 169,340 2,339,390 2,339,390

平成18年９月20日残高 1,780,025 1,760,025 200 402,998 403,198 3,943,248 3,943,248
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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21日
至　平成17年9月20日）

当中間会計期間
（自　平成18年3月21日
至　平成18年9月20日）

前事業年度
（自　平成17年3月21日
至　平成18年3月20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

  時価のないもの

移動平均法による原価法 

　ただし、匿名組合出資金は、個

別法によっております。

　なお、当社の計算で営業されて

いる場合には、匿名組合財産のう

ち当社持分割合に相当する部分を、

出資者である当社の資産及び負債

として貸借対照表に計上し、損益

計算書についても同様に処理して

おります。

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  

　ただし、匿名組合出資金は、個

別法によっております。

 

(2) たな卸資産

　貯蔵品

　　最終仕入原価法による原価法

(2) たな卸資産

　貯蔵品

同左

(2) たな卸資産

　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　　　　　　3～15年

　工具器具備品　　3～ 8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

　定額法を採用しております。

　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（3年）に基づく定額法を

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．繰延資産の処理方法 新株発行費

　支出時に全額費用処理しておりま

す。

株式交付費

　支出時に全額費用処理しておりま

す。

新株発行費

　支出時に全額費用処理しておりま

す。

４．引当金の計上基準 (1) 賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、

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。

(1) 賞与引当金

同左

(1) 　　　──────

 

(2) 　　　──────

 

(2) 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、支給見込額に基づき

当中間期会計期間に見合う分を計上

しております。

(2) 　　　──────

 

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．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

　税抜方式によっております。

　なお、仮払消費税等及び仮受消費

税等は、相殺のうえ、流動負債の

「その他」に表示しております。

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

　なお、仮払消費税等及び仮受消費

税等は、相殺のうえ、流動資産の

「その他」に表示しております。

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。
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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21日
至　平成17年9月20日）

当中間会計期間
（自　平成18年3月21日
至　平成18年9月20日）

前事業年度
（自　平成17年3月21日
至　平成18年3月20日）

──────  （役員賞与に係る会計基準）

　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。

　この結果、従来の方法に比べて、営業利益、

経常利益及び税金等調整前当期純利益が、

31,830千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。

　これによる損益に与える影響はありませ

ん。

　なお、従来の「資本の部」の合計に相当す

る金額は3,943,248千円であります。

　中間財務諸表等規則の改正による貸借対照

表の表示に関する変更は以下のとおりであり

ます。

1.　前事業年度における「資本の部」は、当

中間会計期間から「純資産の部」となり、「純

資産の部」の内訳として「株主資本」を表示

しております。

2.　前事業年度において独立掲記しておりま

した「資本金」、「資本剰余金」及び「利益

剰余金」は当中間会計期間においては「株主

資本」の内訳科目として表示しております。

3.　前事業年度において「利益剰余金」の内

訳科目として表示しておりました「当期未処

分利益」は、当中間会計期間から「その他利

益剰余金」の内訳科目である「繰越利益剰余

金」として表示しております。

──────
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間
（自　平成17年3月21日
至　平成17年9月20日）

当中間会計期間
（自　平成18年3月21日
至　平成18年9月20日）

前事業年度
（自　平成17年3月21日
至　平成18年3月20日）

※1          ────── ※1　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は、次のとおりであり

ます。

投資用不動産 1,766,450千円

担保付債務は、次のとおりであります。

　　　 短期借入金　　       1,100,000千円

※1          ──────

 2　　　　　　────── 　2　保証債務

当社がアセットマネジメント契約を締結して

いる特別目的会社等（以下「借入人」という）

が、金融機関（以下「貸付人」という）から

ノンリコース条件のローンによる資金調達を

行う際に、ノンリコース条件の例外として、

借入人及びアセット・マネージャー並びにそ

れらの社員、役員・従業員等の詐欺行為や故

意・重過失による不法行為等により貸付人に

損害等が発生した場合、借入人が責任財産又

はそれを換価して得た対価により当該損害等

を補償できなかった部分について補填する補

償責任を負っております。

　2　保証債務

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21日
至　平成17年9月20日）

当中間会計期間
（自　平成18年3月21日
至　平成18年9月20日）

前事業年度
（自　平成17年3月21日
至　平成18年3月20日）

※1　　　　　　────── ※1　固定資産除却損の内訳は、次のとおりで

あります。　

※1　固定資産除却損の内訳は、次のとおりで

あります。

建物 4,009千円 建物 288千円

車両運搬具 114千円

 　403千円

　2　減価償却実施額 　2　減価償却実施額 　2　減価償却実施額

有形固定資産 1,594千円

無形固定資産 78千円

有形固定資産 6,269千円

無形固定資産 4,191千円

有形固定資産 3,957千円

無形固定資産 528千円

①　リース取引

前中間会計期間
（自　平成17年3月21日
至　平成17年9月20日）

当中間会計期間
（自　平成18年3月21日
至　平成18年9月20日）

前事業年度
（自　平成17年3月21日
至　平成18年3月20日）

　当社が保有するリース物件１件当たりの金

額が少額であるため、注記を省略しておりま

す。

同左  同左

②　有価証券

前中間会計期間

（自　平成17年3月21日

至　平成17年9月20日）

当中間会計期間

（自　平成18年3月21日

至　平成18年9月20日）

前事業年度

（自　平成17年3月21日

至　平成18年3月20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。

同左  同左
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成17年3月21日
至　平成17年9月20日）

当中間会計期間
（自　平成18年3月21日
至　平成18年9月20日）

前事業年度
（自　平成17年3月21日
至　平成18年3月20日）

１株当たり純資産額 79,771.85円

１株当たり

中間純利益金額
2,942.68円

  

１株当たり純資産額 175,645.80円

１株当たり

中間純利益金額
8,977.22円

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額
8,179.27円

１株当たり純資産額 83,518.84円

１株当たり

当期純利益金額
6,872.96円

  

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、新株予約権

の残高はありますが、当社株式は非上

場であるため、期中平均株価が把握で

きませんので、記載しておりません。

当社は、平成18年９月21日をもって

普通株式１株につき３株の株式分割を

行っております。 

　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株当たり情報並び

に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となりま

す。

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、新株予約権

の残高はありますが、当社株式は非上

場であるため、期中平均株価が把握で

きませんので、記載しておりません。

 前中間
会計期間

当中間
会計期間

前事業年度

１株当たり
純資産額

１株当たり
純資産額

１株当たり
純資産額

26,590.61円 58,548.60円 27,839.61円

１株当たり
中間純利益
金額

１株当たり
中間純利益
金額

１株当たり
当期純利益
金額

980.89円 2,992.40円 2,290.98円

 潜在株式調
整後１株当
たり中間純
利益金額
2,726.42円

 

　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、新
株予約権の残
高はあります
が、当社株式
は非上場であ
るため、期中
平均株価が把
握できません
ので、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、新
株予約権の残
高はあります
が、当社株式
は非上場であ
るため、期中
平均株価が把
握できません
ので、記載し
ておりませ
ん。 
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　（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21日
至　平成17年9月20日）

当中間会計期間
（自　平成18年3月21日
至　平成18年9月20日）

前事業年度
（自　平成17年3月21日
至　平成18年3月20日）

１株当たり中間（当期）純利益金額    

　中間（当期）純利益（千円） 35,855 186,340 124,048

　普通株主に帰属しない金額（千円） － － 17,000

　（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－)  （17,000）

　普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
35,855 186,340 107,048

　期中平均株式数（株） 12,185 20,757 15,575

    
潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純

利益金額
   

　中間(当期)純利益調整額（千円） － － －

　普通株式増加数（株） － 2,025 －

　（うち新株予約権） (－) (2,025) (－)

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

────── ────── ──────

－ 10 －



（重要な後発事象）

前中間会計期間

（自　平成17年3月21日

至　平成17年9月20日）

当中間会計期間

（自　平成18年3月21日

至　平成18年9月20日）

前事業年度

（自　平成17年3月21日

至　平成18年3月20日）

1. 新株予約権の発行

　平成18年2月27日開催の当社臨時株主総会で

承認されました商法第280条ノ20、第280条ノ

21及び第280条ノ27の規定に基づくストックオ

プションとしての新株予約権の発行について、

平成18年3月13日開催の取締役会において具体

的な内容を決議し、下記のとおり発行いたし

ました。

1. 　　　　──────  1. 　　　　──────

① 新株予約権の発行日

平成18年3月14日

② 新株予約権の発行数　　500個

③ 新株予約権の発行価格　 無償

④ 新株予約権の目的となる株式の種類及び数

普通株式　500株

⑤ 新株予約権の行使に際しての払込金額

株式公開時の発行価格

⑥ 新株予約権の行使期間

自　平成20年2月28日

至　平成26年2月27日

⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場

合の発行価格及び資本組入額

発行価格　　新株予約権の行使時の払

込金額と同額とする。

資本組入額　発行価格に0.5を乗じた額

とし、計算の結果1円未満

の端数が生じたときは、

これを切り上げた額とす

る。

⑧ 新株予約権の割当を受けた者及び人数

当社役員　　　 2名

当社従業員　　19名

当社受入出向者 2名

入社予定者　　11名
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前中間会計期間

（自　平成17年3月21日

至　平成17年9月20日）

当中間会計期間

（自　平成18年3月21日

至　平成18年9月20日）

前事業年度

（自　平成17年3月21日

至　平成18年3月20日）

2.　　　　──────

 

2.　　　　──────

 

2. 新株の発行

  （公募増資）

 

 

　当社株式は、平成18年6月16日に東京証券取

引所マザーズへ上場いたしました。上場にあ

たり、平成18年５月16日及び平成18年５月30

日開催の取締役会において、下記のとおり新

株式の発行を決議し、平成18年６月15日に払

込が完了いたしました。

　この結果、平成18年６月15日付で資本金は

1,638,500千円、発行済株式総数は22,000株と

なりました。

  ①　募集方法 ：一般募集

(ブックビルディング方

式による募集)

②　発行する株式の種

類及び数

：普通株式　3,000株

③　発行価格 ：１株につき680,000円

　一般募集はこの価格にて行いました。

④　引受価額 ：１株につき629,000円

この価額は当社が引受人より１株当たりの

新株式払込金として受取った金額でありま

す。

なお、発行価格と引受価額との差額の総額

は、引受人の手取金となります。

⑤　発行価額 ：１株につき561,000円

(資本組入額314,500円)

⑥　発行価額の総額 ：1,683,000千円

⑦　払込金額の総額 ：1,887,000千円

⑧　資本組入額の総額 ：  943,500千円

⑨　払込期日 ：平成18年６月15日

⑩　配当起算日 ：平成18年３月21日

⑪　資金の使途 ：当社グループが管理・

運用するファンドにお

いて当社グループ自ら

が匿名組合出資等を行

うための投資資金
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前中間会計期間

（自　平成17年3月21日

至　平成17年9月20日）

当中間会計期間

（自　平成18年3月21日

至　平成18年9月20日）

前事業年度

（自　平成17年3月21日

至　平成18年3月20日）

  （第三者割当増資）

 

 

 

 

　当社では、当社普通株式株券の東京証券取

引所マザーズ市場への上場に伴う公募新株式

発行並びに株式売出しに関連し、当社株主よ

り当社普通株式を賃借した野村證券株式会社

が売出人となり、当社普通株式450株の売出し

（以下、「オーバーアロットメントによる売

出し」）を行います。

　本件第三者割当増資は、このオーバーアロッ

トメントによる売出しに関連して、平成18年

５月16日及び平成18年５月30日開催の取締役

会に基づき、野村證券株式会社を割当先とし

て行うものであり、その概要は次のとおりで

あります。 

 

 

 

 

 

 

① 発行新株式数 普通株式       450株

② 割当価格 １株につき  629,000円

③ 発行価額 １株につき  561,000円

④ 資本組入額 １株につき  314,500円

⑤ 払込金額の総額         283,050,000円

⑥ 払込期日  平成18年７月18日

⑦ 配当起算日  平成18年３月21日

⑧ 割当先 野村證券株式会社

⑨ 資金の使途 当社グループが管理・運

用するファンドにおいて

当社グループ自らが匿名

組合出資等を行うための

投資資金
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前中間会計期間

（自　平成17年3月21日

至　平成17年9月20日）

当中間会計期間

（自　平成18年3月21日

至　平成18年9月20日）

前事業年度

（自　平成17年3月21日

至　平成18年3月20日）

3.　　　　　──────

 

 3. 株式分割　 

平成18年８月30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18年９月21日をもって普通株式１株

につき３株に分割します。

① 分割により増加する株式

 　 普通株式　 　44,900株   

② 分割方法

平成18年９月20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３株の割合をもって分割

します。

(2)　配当起算日

 　 平成18年３月21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株当たり情報並びに当期首に行われた

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とな

ります。

3.　　　　　──────

 

 

 

前中間
会計期間

当中間
会計期間

前事業年度

１株当たり
純資産額

１株当たり
純資産額

１株当たり
純資産額

26,590.61円 58,548.60円 27,839.61円

１株当たり
中間純利益
金額

１株当たり
中間純利益
金額

１株当たり
当期純利益
金額

980.89円 2,992.40円 2,290.98円

 潜在株式調
整後１株当
たり中間純
利益金額
2,726.42円

 

　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、新
株予約権の残
高はあります
が、当社株式
は非上場であ
るため、期中
平均株価が把
握できません
ので、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、新
株予約権の残
高はあります
が、当社株式
は非上場であ
るため、期中
平均株価が把
握できません
ので、記載し
ておりませ
ん。 
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