
１．平成18年9月中間期の業績（平成18年4月1日～平成18年9月30日） 

３．配当状況 

（注）18年9月中間期末配当金の内訳 記念配当 ２円 

※１．平成18年３月６日開催の取締役会決議により、平成18年３月31日現在の株主に対し平成18年４月１日付をもっ 
  て、普通株式１株につき２株の割合で株式分割しております。そのため、前事業年度に係る１株当たり中間 
  （当期）純利益および１株当たり純資産は、当該株式分割が行われる前の数値で表示しております。 
※２．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６ページを参照して下さい。 

    (財)財務会計基準機構会員

平成19年3月期 個別中間財務諸表の概要 平成18年10月26日

上場会社名 株式会社プロネクサス 上場取引所 東 

コード番号 ７８９３ 本社所在都道府県 東京都 

(URL http://www.pronexus.co.jp) 

代  表  者 役職名 代表取締役社長 氏名 上野 守生 

問合せ先責任者 役職名 取締役社長室長 氏名 大和田 雅博 ＴＥＬ （０３）５７７７－３１１１ 

決算取締役会開催日 平成18年10月26日 配当支払開始日 平成18年12月６日 

単元株制度採用の有無 有（１単元100株）     

(1)経営成績 （注）記載金額は百万円未満は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9月中間期 12,679 15.3 3,323 33.6 3,506 31.1

17年9月中間期 10,993 6.9 2,488 18.1 2,675 23.0

18年3月期 20,545  3,435  3,713  

  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 2,068 29.5 53 38

17年9月中間期 1,597 16.3 83 66

18年3月期 2,223  113 05

(注) ① 期中平均株式数 18年9月中間期 38,754,921株 17年9月中間期 19,097,413株 18年3月期 19,223,871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 

(2)財政状態 （注）記載金額は百万円未満は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9月中間期 26,472 21,992 83.1 567 36

17年9月中間期 24,125 20,046 83.1 1,037 71

18年3月期 24,468 20,512 83.8 1,056 19

(注) ① 期末発行済株式数 18年9月中間期 39,701,700株 17年9月中間期 19,317,762株 18年3月期 18,943,960株

  ② 期末自己株式数 18年9月中間期 539,076株 17年9月中間期 269,088株 18年3月期 269,516株 

２．平成19年3月期の業績予想（平成18年4月1日～平成19年3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 21,500   4,350 2,600

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 67円09銭 

・現金配当 １株当たり配当金（円）

 中間期末 期末 年間

18年3月期 14.00 20.00 34.00

19年3月期（実績） 11.00            －
20.00

19年3月期（予想）            － 9.00
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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30日） 

当中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成18年３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  10,545,542   9,325,229   7,481,948   

２ 受取手形 ※４ 90,090   123,128   42,541   

３ 売掛金  1,836,257   2,195,365   2,086,884   

４ 有価証券  2,481,751   3,490,856   2,501,545   

５ 棚卸資産  212,866   231,464   240,875   

６ その他  449,766   486,954   402,162   

貸倒引当金  △5,632   △5,293   △5,948   

流動資産合計   15,610,641 64.7  15,847,705 59.9  12,750,010 52.1 

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 ※１          

(1) 建物   661,743   634,333   657,537   

(2) 機械及び装置  154,310   131,753   138,853   

(3) 土地 ※２ 2,567,592   2,567,592   2,567,592   

(4) その他  320,261   405,170   333,081   

計  3,703,907   3,738,850   3,697,065   

２ 無形固定資産  13,535   33,215   37,267   

３ 投資その他の資産           

(1) 投資有価証券   3,641,048   5,593,994   6,828,454   

(2) 敷金及び保証金  429,578   429,616   430,028   

(3) 施設利用会員権  181,777   203,951   182,517   

(4) その他  677,532   750,247   670,857   

貸倒引当金  △132,093   △125,099   △127,494   

計  4,797,844   6,852,710   7,984,363   

固定資産合計   8,515,288 35.3  10,624,776 40.1  11,718,696 47.9 

資産合計   24,125,929 100.0  26,472,481 100.0  24,468,706 100.0 
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前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成18年３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
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１ 買掛金   671,198   678,667   687,104   

２ 短期借入金   435,000   572,500   385,000   

３ 未払法人税等  1,230,496   1,564,861   1,057,100   

４ 賞与引当金  324,000   311,000   317,000   

５ 役員賞与引当金  －   25,000   －   

６ その他  688,969   720,808   741,514   

流動負債合計   3,349,665 13.9  3,872,837 14.6  3,187,719 13.0 

Ⅱ 固定負債           

１ 長期借入金   12,500   －   －   

２ 退職給付引当金  303,528   354,513   345,062   

３ 役員退職慰労引当金  281,801   234,084   302,201   

４ その他  132,121   18,721   120,761   

固定負債合計   729,952 3.0  607,319 2.3  768,025 3.2 

負債合計   4,079,617 16.9  4,480,157 16.9  3,955,744 16.2 

（資本の部）           

Ⅰ 資本金 ※３  3,034,991 12.6  － －  3,052,490 12.5 

Ⅱ 資本剰余金           

１ 資本準備金  4,660,034   －   4,677,476   

資本剰余金合計   4,660,034 19.3  － －  4,677,476 19.1 

Ⅲ 利益剰余金           

１ 利益準備金  177,336   －   177,336   

２ 任意積立金  10,011,669   －   10,011,669   

３ 中間（当期）未処分利

益 
 1,923,143   －   2,278,254   

利益剰余金合計   12,112,149 50.2  － －  12,467,260 51.0 

Ⅳ その他有価証券評価差額

金 
  397,454 1.6  － －  474,920 1.9 

Ⅴ 自己株式   △158,318 △0.6  － －  △159,186 △0.7 

資本合計   20,046,312 83.1  － －  20,512,961 83.8 

負債資本合計   24,125,929 100.0  － －  24,468,706 100.0 

（純資産の部）                 

Ⅰ 株主資本                 

１ 資本金    － －  3,054,646 11.5  － － 

２ 資本剰余金                 

（１）資本準備金  －     4,679,618     －     

   資本剰余金合計   － －  4,679,618 17.7  － － 

３ 利益剰余金                 

（１）利益準備金  －     177,336     －     

（２）その他利益剰余金                 

   特別償却準備金  －     6,451     －     

   別途積立金  －     11,200,000     －     

   繰越利益剰余金  －     2,714,844     －     

  利益剰余金合計   － －  14,098,633 53.3  － － 

４ 自己株式   － －  △159,238 △0.6  － － 

株主資本合計   － －  21,673,659 81.9  － － 

Ⅱ 評価・換算差額等                 

１ その他有価証券評価 

  差額金 
  － －  318,664 1.2  － － 

評価・換算差額等合計    － －  318,664 1.2  － － 

純資産合計   － －  21,992,324 83.1  － － 

負債純資産合計   － －  26,472,481 100.0  － － 
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(2) 中間損益計算書 

  

  
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 

  至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日） 

前事業年度の 
要約損益計算書 

（自 平成17年４月１日 
  至 平成18年３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   10,993,369 100.0  12,679,581 100.0  20,545,810 100.0 

Ⅱ 売上原価   6,155,076 56.0  6,751,034 53.2  12,134,973 59.1 

売上総利益   4,838,293 44.0  5,928,547 46.8  8,410,837 40.9 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   2,350,119 21.4  2,604,810 20.6  4,975,771 24.2 

営業利益   2,488,173 22.6  3,323,737 26.2  3,435,065 16.7 

Ⅳ 営業外収益 ※１  214,367 1.9  207,194 1.7  336,540 1.6 

Ⅴ 営業外費用 ※２  27,388 0.2  24,346 0.2  58,317 0.2 

経常利益   2,675,152 24.3  3,506,585 27.7  3,713,289 18.1 

Ⅵ 特別利益 ※３  46,133 0.4  － －  46,138 0.2 

Ⅶ 特別損失 ※４  9,050 0.1  － －  5,667 0.0 

税引前中間（当期）
純利益   2,712,235 24.6  3,506,585 27.7  3,753,759 18.3 

法人税、住民税及び
事業税  1,177,786   1,506,315   1,570,031   

法人税等調整額  △63,207 1,114,578 10.1 △68,588 1,437,726 11.4 △39,488 1,530,542 7.5 

中間（当期）純利益   1,597,657 14.5  2,068,858 16.3  2,223,216 10.8 

前期繰越利益   325,486   －   325,486  

中間配当額   －   －   270,448  

中間(当期)未処分利益   1,923,143   －   2,278,254  
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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４月１日 至平成18年９月30日） 

 （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 

株主資本 

資本金  

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
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 特別償却

準備金 
別途 
積立金 

繰越利益 
剰余金 

平成18年３月31日 

残高      （千円） 
3,052,490 4,677,476 4,677,476 177,336 11,669 10,000,000 2,278,254 12,467,260 △159,186 20,038,040 

中間会計期間中の変動

額 
          

新株の発行 2,156 2,142 2,142             4,298 

特別償却準備金の取

崩（注） 
        △5,218   5,218 －   － 

別途積立金の積立

（注） 
          1,200,000 △1,200,000 －   － 

剰余金の配当（注）             △387,486 △387,486   △387,486 

役員賞与（注）             △50,000 △50,000   △50,000 

中間純利益             2,068,858 2,068,858   2,068,858 

自己株式の取得                 △51 △51 

株主資本以外の項目

の中間会計期間中の

変動額（純額） 

                    

中間会計期間中の変動 

額合計       （千円） 
2,156 2,142 2,142 － △5,218 1,200,000 436,590 1,631,372 △51 1,635,619 

平成18年９月30日 

残高         （千円） 
3,054,646 4,679,618 4,679,618 177,336 6,451 11,200,000 2,714,844 14,098,633 △159,238 21,673,659 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 その他 
有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

平成18年３月31日 残高 

        （千円） 
474,920 474,920 20,512,961 

中間会計期間中の変動額    

新株の発行     4,298 

特別償却準備金の取崩

（注） 
    － 

別途積立金の積立

（注） 
    － 

剰余金の配当（注）     △387,486 

役員賞与（注）     △50,000 

中間純利益     2,068,858 

自己株式の取得     △51 

株主資本以外の項目の

中間会計期間中の変動

額（純額） 

△156,256 △156,256 △156,256 

中間会計期間中の変動額 

合計           （千円） 
△156,256 △156,256 1,479,362 

平成18年９月30日  残高  

              （千円） 
318,664 318,664 21,992,324 
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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４月１日 
 至 平成17年９月30日）

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日）

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日）

１．資産の評価基準及び
評価方法 

(1) 有価証券 

満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法） 

(1) 有価証券 

同   左 

(1) 有価証券 

同   左 

 子会社株式 

移動平均法による原価
法 

子会社株式 

同   左 

子会社株式 

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、売却原価は移動
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、売却原価は移動
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 
 なお、投資事業有
限責任組合及びこれ
に類する組合への出
資（証券取引法第２
条第２項により有価
証券とみなされるも
の）については、組
合契約に規定される
決算報告日に応じて
入手可能な最近の決
算書を基礎とし、持
分相当額を純額で取
り込む方法によって
おります。 

時価のないもの 

同   左 

時価のないもの 

同   左 

 (2) 棚卸資産 

原材料・貯蔵品……最終
仕入原価法 

仕掛品……個別法による
原価法 

(2) 棚卸資産 

同   左 

(2) 棚卸資産 

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（ただし、平成
10年4月1日以降に取得し
た建物(附属設備は除く)
については定額法）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     15～38年 

機械及び装置   10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 

 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 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日）

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日）

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３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
特定の債権については個
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。 

(1) 貸倒引当金 

同   左 

(1) 貸倒引当金 

同   左 

  (2) 賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に
備えるため、下期賞与支
給見込額のうち当中間会
計期間に帰属する部分の
金額を計上しておりま
す。 

(2) 賞与引当金 

同   左 

(2) 賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に
備えるため、翌期賞与支
給見込額のうち当期に帰
属する部分の金額を計上
しております。 

 (3) 役員賞与引当金 

 ―――――― 

(3) 役員賞与引当金 

 役員賞与の支出に備え
るため、当事業年度にお
ける支給見込額の当中間
会計会計期間負担額を計
上しております。 
（会計方針の変更） 
 当中間会計期間より、
「役員賞与に関する会計
基準」（企業会計基準第
４号 平成17年11月29
日）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
純利益は、それぞれ
25,000千円減少しており
ます。 

(3) 役員賞与引当金 

 ―――――― 

 (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、数理計算上の差
異は、５年による定額法
により按分した額をそれ
ぞれ発生の翌事業年度か
ら費用処理することとし
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、数理計算上の差
異は、５年による定額法
により按分した額をそれ
ぞれ発生の翌事業年度か
ら費用処理することとし
ております。 

 (5) 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、役員退
職慰労金支給内規に基づ
く中間期末要支給見込額
を計上しております。 

(5) 役員退職慰労引当金 

同   左 

(5) 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、役員退
職慰労金支給内規に基づ
く期末要支給見込額を計
上しております。 

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。 

同   左 同   左 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日）

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日）

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日）

５．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特
例処理を行っております。

(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 

(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 

 金利リスク低減のため対
象債務の範囲内でヘッジを
行っております。 

(3) ヘッジ方針 

同   左 

(3) ヘッジ方針 

同   左 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法

 特例処理によっている金
利スワップであるため、有
効性の評価は省略しており
ます。 

(4) ヘッジ有効性評価の方法

同   左 

(4) ヘッジ有効性評価の方法

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 

 消費税等の会計処理は税
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し、そ
の差額は流動負債「その
他」に含めて表示しており
ます。 

消費税等の会計処理 

同   左 

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 

表示方法の変更 

前中間会計期間 
  （自 平成17年４月１日 
   至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
  （自 平成18年４月１日 
   至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
  （自 平成17年４月１日 
   至 平成18年３月31日） 

 （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。

これによる損益に与える影響はあり

ません。  

─────   （固定資産の減損に係る会計基準） 

  当事業年度より、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。 

 これまでの資本の部の合計に相当

する金額は21,992,324千円でありま

す。 

 なお、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、中間財務諸表等規則の改正に伴

い、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。 

─────  

前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

（中間貸借対照表） 

 「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年法律

第97号）が平成16年６月９日に公布され、平成16年12月１

日より施行されたこと及び「金融商品会計に関する実務指

針」（会計制度委員会報告第14号）が平成17年２月15日付

で改正されたことに伴い、当中間会計期間から投資事業有

限責任組合及びこれに類する組合への出資（証券取引法第

２条第２項により有価証券とみなされるもの）を投資有価

証券として表示する方法に変更しました。 

 なお、当中間会計期間の「投資有価証券」に含まれる当

該出資の額は942,663千円であり、前中間会計期間におけ

る投資その他の資産の「出資金」に含まれている当該出資

の額は1,001,706千円であります。 

 また、その他の「出資金」（当中間会計期間末3,730千

円）は、金額が僅少となったため、投資その他の資産の

「その他」に含めて表示することにしました。 

──────  
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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

（中間損益計算書関係） 

（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４月１日 至 平成18年９月30日） 

 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加269,560株は、平成18年４月１日付の株式分割による増加269,516株および単 

   元未満株式の買取りによる増加44株であります。 

前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末
(平成18年９月30日) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

※１.有形固定資産の減価償却累計額 

2,242,248 千円 

※１.有形固定資産の減価償却累計額 

2,288,540 千円 

※１.有形固定資産の減価償却累計額 

2,221,514 千円 

※２. 国庫補助金等の受入れによ
り、土地の取得価額から控除し
ている圧縮記帳額は105,760千円
であります。 

※２.    同   左 ※２.    同   左 

 ※３. 前中間会計中の発行済株式の 
   増加 
   発行形態   新株予約権の行使 
         (ストックオプション) 
   発行株式数 374,000株 
   発行価格  613円 
   資本組入額 307円 

 ※３.      ――――――  ※３. 前事業年度末の発行済株式の 
   増加 
   発行形態   新株予約権の行使 
         (ストックオプション)
   発行株式数 431,000株 
   発行価格  613円 
   資本組入額 307円 

 ※４.      ――――――  ※４.中間期末日満期手形     
    中間期末日満期手形の会計処理 
    は、手形交換日をもって決済処理 
    をしております。なお、当中間会 
    計期間の末日は金融機関の休日で 
    あったため、次の中間期末日満期 
    手形が中間期末残高に含まれてお 
    ります。 

    受取手形     12,352千円 

 ※４.      ―――――― 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日） 

※１.営業外収益のうち重要なもの ※１.営業外収益のうち重要なもの ※１.営業外収益のうち重要なもの 

受取利息 2,659千円 受取利息 13,198千円 受取利息 7,629千円 

※２.営業外費用のうち重要なもの ※２.営業外費用のうち重要なもの ※２.営業外費用のうち重要なもの 

支払利息 2,686千円 支払利息 1,217千円 支払利息 5,613千円 

※３.特別利益のうち重要なもの ※３.特別利益のうち重要なもの ※３.特別利益のうち重要なもの 

投資有価証券売却
益 

46,133千円 ──────  投資有価証券売却
益 

46,138千円 

※４.特別損失のうち重要なもの ※４.特別損失のうち重要なもの ※４.特別損失のうち重要なもの 

貸倒引当金繰入額 4,600千円 ──────  建物 1,967千円 

 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 74,348千円 

無形固定資産 2,683千円 

有形固定資産 66,195千円 

無形固定資産 4,051千円 

有形固定資産 152,727千円 

無形固定資産 5,806千円 

  
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 （注） 269,516 269,560 － 539,076

     合計 269,516 269,560 － 539,076
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① リース取引 

② 有価証券 

 前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度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。 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３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 

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 

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) 

中間期末 

残高 

相当額 

(千円) 

機械及び装置 241,538 112,130 129,407 

有形固定資産

「その他」 
53,082 34,736 18,345 

合計 294,620 146,867 147,753 

 
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 256,868 149,350 107,518 

有形固定資産

「その他」 
46,821 41,055 5,765 

合計 303,690 190,405 113,284 

 
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 272,114 144,483 127,631 

有形固定資産

「その他」 
46,821 34,853 11,968 

合計 318,936 179,336 139,599 

(注) 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。 

(注) 同   左 (注) 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 

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 73,097千円 

１年超 74,655千円 

合計 147,753千円 

(注) 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。 

１年内 53,303千円

１年超 59,980千円

合計 113,284千円

(注) 同   左

１年内 70,993千円

１年超 68,606千円

合計 139,599千円

(注) 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 

３.支払リース料及び減価償却費相当
額 

３.支払リース料及び減価償却費相当
額 

支払リース料 35,823千円 

減価償却費相当額 35,823千円 

支払リース料 40,625千円

減価償却費相当額 40,625千円

支払リース料 74,552千円

減価償却費相当額 74,552千円

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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（１株当たり情報） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日） 

１株当たり純資産額 1,037.71 円 

１株当たり中間純利益金

額 
83.66 円 

潜在株式調整後１株当た
り中間純利益金額 

82.97 円 

  

１株当たり純資産額 567.36 円

１株当たり中間純利益金

額 
53.38 円

潜在株式調整後１株当た
り中間純利益金額 

53.36 円

１株当たり純資産額 1,056.19 円

１株当たり当期純利益金

額 
113.05 円

潜在株式調整後１株当た
り当期純利益金額 

112.48 円

   当社は、平成18年４月１日付で株式
１株につき２株の株式分割を行ってお
ります。 
 なお、当該株式分割が前期首に行わ
れたと仮定した場合の１株当たり情報
については、それぞれ以下のとおりと 
なります。 

  

 前中間会計期間 前事業年度 

 １株当たり純資 

 産額 

 １株当たり純資 

 産額  

     518.86円     528.10円 

 １株当たり中間 

 純利益金額 

 １株当たり当期 

 純利益金額  

        41.83円      56.53円 

 潜在株式調整後 

 １株当たり中間 

 純利益金額 

 潜在株式調整後 

 １株当たり当期 

 純利益金額  

      41.49円     56.24円 

（注） １株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後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４月１日 
 至 平成17年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日  
 至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額       

中間（当期）純利益（千円） 1,597,657 2,068,858 2,223,216 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 50,000 

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (50,000) 

普通株式に係る中間（当期）純利益
（千円） 

1,597,657 2,068,858 2,173,216 

普通株式の期中平均株式数（株） 19,097,413 38,754,921 19,223,871 

        

潜在株式調整後１株当たり中間（当
期）純利益金額 

      

普通株式増加数（株） 158,377 20,082 96,387 

（うち新株予約権） (158,377) (20,082) (96,387) 
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（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

──────  当社は、平成18年６月23日開催の

定時株主総会決議に基づき、平成18

年10月１日付で、亜細亜証券印刷株

式会社から「株式会社プロネクサ

ス」に商号変更をいたしました。 

────── 

 
 当社は、平成18年７月18日開催の

取締役会決議に基づき、平成18年10

月２日付で、有価証券印刷部門を簡

易新設分割し、旧社名を引き継ぐ

「亜細亜証券印刷株式会社」を新設

会社の社名といたしました。 

  （会社の概要） 

   ・資本金       50百万円 

   ・発行済株式数 1,000株 

   ・純資産       50百万円 

   ・総資産       71百万円 

   ・従業員数     26名 
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