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平成 19 年 ３ 月期     個別中間財務諸表の概要 

平成18年11月８日 

上 場 会 社 名 株式会社フィデック               上 場 取 引 所 東証第一部 

コ ー ド 番 号 8423                      本社所在都道府県 東京都 

（ＵＲＬ http://www.fidec.co.jp） 

代 表 者 役 職 名 代表取締役    氏名 深田 剛 

問合せ先責任者 役 職 名 経営企画室長   氏名 及川 亮子  ＴＥＬ 03-3580－3555 

中間決算取締役会開催日  平成18年11月８日 

単元株制度採用の有無  無 
 
１．18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） 

(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 
 
18年９月中間期 
17年９月中間期 

百万円   ％ 
1,406    37.2  
1,024    37.6  

百万円   ％ 
529     44.3  
366    100.5  

百万円   ％ 
498    45.6  
342    81.1  

18年３月期 2,201        769        713        
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
（当期）純利益 

 
18年９月中間期 
17年９月中間期 

百万円   ％ 
291    42.0  
205    87.3  

円   銭 
1,724   91  
4,607   98  

18年３月期 402        8,328   04  

(注)①期中平均株式数 18年９月中間期 169,205株 17年９月中間期 44,600株 18年３月期 48,364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）純利益におけるﾊﾟ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                                   （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 
 
18年９月中間期 
17年９月中間期 

百万円 
34,162    
19,439    

百万円 
8,082    
5,451    

％ 
23.5  
28.0  

円   銭 
44,834   14  
114,402   57  

18年３月期 23,078    5,681    24.6  106,107   82  

(注)①期末発行済株式数 18年９月中間期 178,932株 17年９月中間期 47,650株 18年３月期 53,544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 
 
２．19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） 

 営業収益 経常利益 当期純利益 

 
通  期 

百万円 
2,937    

百万円 
1,020    

百万円 
591    

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  3,308円14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３月期 - 800.00 800.00 

19年３月期（実績） - - 

19年３月期（予想） - 270.00 
270.00 

※ 平成18年４月１日付けを持って普通株式１株を３株に分割いたしました。 

※ 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に

係る本資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異

なる結果となる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項

等につきましては、中間決算短信（連結）の添付資料の６ページを参照してください。 
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７.個別中間財務諸表等 

(1) 中間貸借対照表 

 
 

 
前中間会計期末 

（平成17年９月30日） 
当中間会計期末 

（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   5,419,521   3,691,519   2,461,159  

２．買取債権 ※2･3  13,612,503   27,404,399   18,774,928  

３. 営業貸付金   ―   1,791,000   881,000  

４．売掛金   6,440   4,874   6,308  

５．その他   83,789   157,139   176,579  

貸倒引当金   △ 3,107   △ 27,743   △ 3,129  

流動資産合計   19,119,147 98.4  33,021,189 96.7  22,296,847 96.6 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※１  46,106 0.2  78,673 0.2  86,661 0.4 

２．無形固定資産   35,399 0.2  41,598 0.1  43,222 0.2 

３．投資その他の資産           

   投資その他の資産  238,357   1,027,820   651,578   

   貸倒引当金  －   △ 6,490   －   

  投資その他の資産 
合計 

  238,357 1.2  1,021,330 3.0  651,578 2.8 

固定資産合計   319,863 1.6  1,141,602 3.3  781,462 3.4 

資産合計   19,439,010 100.0  34,162,792 100.0  23,078,310 100.0 
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前中間会計期末 

（平成17年９月30日） 

当中間会計期末 

（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．短期借入金 ※２  9,859,500   20,541,000   13,122,932  

２．預り金 ※５  2,379,808   3,253,423   2,665,965  

３．賞与引当金   16,154   23,460   17,520  

４．その他 ※６  284,028   453,891   460,455  

流動負債合計   12,539,491 64.5  24,271,774 71.0  16,266,873 70.5 

Ⅱ 固定負債           

１．社債   －   1,000,000   －  

２．長期借入金   1,447,000   755,500   1,110,000  

３. その他   1,237   53,256   20,000  

固定負債合計   1,448,237 7.5  1,808,756 5.3  1,130,000 4.9 

負債合計   13,987,728 72.0  26,080,530 76.3  17,396,873 75.4 
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前中間会計期末 

（平成17年９月30日） 

当中間会計期末 

（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 

（％） 

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   2,371,915 12.2  － －  2,389,514 10.4 

Ⅱ 資本剰余金           

資本準備金  2,478,990   －   2,496,652   

資本剰余金合計   2,478,990 12.7  － －  2,496,652 10.8 

Ⅲ 利益剰余金           

１． 中間（当期） 

未処分利益 
 598,574   －   795,835   

利益剰余金合計   598,574 3.1  － －  795,835 3.4 

Ⅳ その他有価証券 

評価差額金 
  1,802 0.0  － －  △ 566 0.0 

資本合計   5,451,282 28.0   － －  5,681,436 24.6 

負債資本合計   19,439,010 100.0  －  －  23,078,310 100.0 

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

  １. 資本金   － －  3,408,857 10.0  － － 

２. 資本剰余金           

(1) 資本準備金  －   3,516,237   －   

資本剰余金合計   － －  3,516,237 10.3  － － 

３. 利益剰余金           

      (1) その他利益剰余金           

     繰越利益剰余金  －   1,044,864   －   

利益剰余金合計   － －  1,044,864 3.0  － － 

   株主資本合計   － －  7,969,959 23.3  － － 

Ⅱ 評価・換算差額等           

  １. その他有価証券評
価差額金 

  － －  52,301 0.2  － － 

評価・換算差額等合計   － －  52,301 0.2  － － 

Ⅲ  新株予約権   － －  60,000 0.2  － － 

純資産合計   － －  8,082,261 23.7  － － 

負債純資産合計   － －  34,162,792 100.0  －  － 

           

 

 



 

－ 5 － 

(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 営業収益   1,024,823 100.0  1,406,347 100.0  2,201,901 100.0 

Ⅱ 金融費用   78,268 7.6  99,730 7.1  154,891 7.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   579,723 56.6  777,150 55.2  1,277,290 58.0 

営業利益   366,831 35.8  529,466 37.7  769,719 35.0 

Ⅳ 営業外収益 ※１  6,388 0.6  1,379 0.1  6,927 0.3 

Ⅴ 営業外費用 ※２  30,762 3.0  32,113 2.3  62,683 2.9 

経常利益   342,458 33.4  498,732 35.5  713,963 32.4 

Ⅵ 特別利益   6,444 0.6  623 0.0  6,422 0.3 

Ⅶ 特別損失   35 0.0  1,461 0.1  28,753 1.3 

税引前中間（当期）純利益   348,867 34.0  497,894 35.4  691,632 31.4 

法人税、住民税 

及び事業税 
 144,447   220,907   297,518   

法人税等調整額  △ 1,099 143,348 14.0 △ 14,877 206,030 14.6 △ 8,666 288,851 13.1 

中間（当期）純利益   205,519 20.0  291,864 20.8  402,780 18.3 

前期繰越利益   393,054   753,000   393,054  

中間（当期）未処分利益   598,574   1,044,864   795,835  
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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） 

株主資本 

 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

平成18年３月31日 
残高（千円） 

2,389,514 2,496,652 795,835 5,682,003 

中間会計期間中の変動額 

新株の発行 1,019,342 1,019,585 － 2,038,927 

剰余金の配当 － － △42,835 △42,835 

中間純利益 － － 291,864 291,864 

株主資本以外の項目の

中間連結会計期間中の

変動額（純額） 

－ － － － 

中間会計期間中の変動額合
計（千円） 

1,019,342 1,019,585 249,029 2,287,956 

平成18年９月30日 

残高（千円） 
3,408,857 3,516,237 1,044,864 7,969,959 

 

 評価・換算差額等 新株予約権  

 

その他有価

証券評価差
額金 

評価・換算差額等

合計 
新株引受権 新株予約権 新株予約権合計 純資産合計 

平成18年３月31日 
残高（千円） 

△  566 △  566 250 － 250 5,681,686 

中間会計期間中の変動額  

新株の発行 － － － － － 2,038,927 

剰余金の配当 － － － － － △42,835 

中間純利益 － － － － － 291,864 

株主資本以外の項目の

中間連結会計期間中の

変動額（純額） 

52,868 52,868 △ 250 60,000 59,750 112,618 

中間会計期間中の変動額合

計（千円） 
52,868 52,868 △ 250 60,000 59,750 2,400,574 

平成18年９月30日 

残高（千円） 
52,301 52,301 － 60,000 60,000 8,082,261 
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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．有価証券の評価基準及び評

価方法 

(1)有価証券 

①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。 

 

②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）を採用

しております。 

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。 

 

(1) 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 

   中間決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価差

額は全部資純資産直入法

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。 

時価のないもの 

同左 

 

(1) 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 

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 

車両運搬具    ６年 

工具器具備品 ４～15年 

 

(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（５年）に基

づいております。 

 

(1)有形固定資産 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

(2)無形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

(1)有形固定資産 

 

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.繰延資産の処理方法 (1)新株発行費 

            

 

 

(2)          

 

 

 

(3)新株予約権発行費 

            

 

 

(4)社債発行費 

            

 

 

(1)          

 

 

 

(2)株式交付費 

支出時に全額費用として処理

しております。 

 

(3)新株予約権発行費 

支出時に全額費用として処理

しております。 

 

(4)社債発行費 

支出時に全額費用として処理

しております 

(1)新株発行費 

支出時に全額費用として処理

しております。 

 

(2)          

 

 

 

(3)新株予約権発行費 

            

 

 

(4) 社債発行費 

             

 

 

４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

債権等の貸倒損失に備える

ため、一般債権については貸

倒実績率により回収不能見込

額を計上しております。 

(2) 賞与引当金 

従業員に対する賞与の支

給に備えるため、賞与支給見

込額の当中間会計期間負担

額を計上しております。 

 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

(2) 賞与引当金 

同左 

 

 

 

 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

(2) 賞与引当金 

従業員に対する賞与の支

給に備えるため、賞与支給見

込額の当期負担額を計上し

ております。 

 

５．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。 

 

６．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） 

７．ヘッジ会計の方法 (1)ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によってお

ります。また、金利スワップ

取引については金利スワッ

プの特例処理の要件を満た

している場合には、特例処理

を適用しております。 

(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 

(3)ヘッジ方針 

金利リスクの低減並びに金

融収支改善のため、対象債務

の範囲内でヘッジを行って

おります。 

(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…同左 

ヘッジ対象…同左 

 

(3)ヘッジ方針 

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…同左 

ヘッジ対象…同左 

 

(3)ヘッジ方針 

同左 

 

 

 

 (4)ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ手段及びヘッジ対象

については取引開始以前及

び中間決算日に個別取引毎

のヘッジ効果を検証してお

りますが、ヘッジ対象の資産

または負債とヘッジ手段に

ついて元本、利率、期間等の

重要な条件が同一である場

合には、中間決算日の検証を

省略することとしておりま

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 

ヘッジ手段及びヘッジ対象

については取引開始以前及

び毎決算期末に個別取引毎

のヘッジ効果を検証してお

りますが、ヘッジ対象の資産

または負債とヘッジ手段に

ついて元本、利率、期間等の

重要な条件が同一である場

合には、毎決算期末の検証を

省略することとしておりま

す。 

 

８．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。 

 

消費税等の会計処理 

同左 

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 
（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） 

 「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）を当中間会計

期間から適用しております。 

 なお従来の「資本の部」の合計に相当す

る金額は8,022,261千円であります。 

また当中間連結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

財務諸表規則の改正に伴い改正後の中間

財務諸表規則により作成しております。 

 

（ストック・オプション等に関する会計

基準） 

 「ストック・オプション等に関する会計

基準」（企業会計基準等第８号 平成17

年12月27日）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

計基準適用指針第11号 平成18年５月31

日）を当中間会計期間より適用しておりま

す。 

 これによる損益に与える影響はありま

せん。 
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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 

28,083千円 

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

35,031千円 

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

30,089千円 

 

※２ 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。 

買取債権   9,696,616千円 

担保付債務は次のとおりであり

ます。 

短期借入金  2,455,000千円 

長期借入金   300,000千円 

合計     2,755,000千円 

なお、上記のほか将来において発

生する買取債権を借入の担保に供

しております。 

 

 

※２ 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。 

買取債権    8,572,731千円 

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 

長期借入金   100,000千円 

合計     1,200,000千円 

なお、上記のほか将来において発

生する買取債権を借入の担保に供

しております。 

 

※２ 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。 

買取債権   2,395,718千円 

担保付債務は次のとおりであり

ます。 

短期借入金  1,225,000千円 

長期借入金   150,000千円 

合計    1,375,000千円 

なお、上記のほか将来において

発生する買取債権を借入の担保

に供しております。 
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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） 

前事業年度末 
（平成18年３月31日） 

※３ 買取債権 

建設・不動産向け等で長期にわたる

工事に関する債権（未成工事受入金

及び完成工事未収入金）が

6,605,000千円含まれております。 

 

※３ 買取債権 

当社は、提携先の行う不動産開発プ 

ロジェクトにおいて、提携先と工事業

者間の工事請負契約に基づき、工事業

者（債権者）から債権者の債務者に対

する役務提供が完了していない未成

工事受入金の請求権の買取依頼を受

けた場合には、役務提供が完了し確定

した通常の債権と同様に買取を行っ

ております。 

上記の役務提供が完了していない 

請求権の買取残高は連結貸借対照表

上、買取債権に含めており、その期末

残高は10,564,525千円であります。 

また、当連結会計年度において債権 

売却によって、オフバランスされてい

る買取債権残高は6,432,281千円であ

ります。 

 

※３ 買取債権 

当社は、提携先の行う不動産開発プ

ロジェクトにおいて、提携先と工事業

者間の工事請負契約に基づき、工事業

者（債権者）から債権者の債務者に対

する役務提供が完了していない未成

工事受入金の請求権の買取依頼を受

けた場合には、役務提供が完了し確定

した通常の債権と同様に買取を行っ

ております。 

上記の役務提供が完了していない

請求権の買取残高は連結貸借対照表

上、買取債権に含めており、その期末

残高は10,105,000千円であります。 

また、当連結会計年度において債権

売却によって、オフバランスされてい

る買取債権残高は7,971,659千円であ

ります。 

 

※４ 下記の会社の借入金に対し債務保

証を行っております。 

㈲ジェイアンドエフ接骨師協会 

200,000千円 

 

※４ 下記の会社の借入金に対し債務保

証を行っております。 

㈱メディカル・ペイメント 

（旧㈲ジェイアンドエフ接骨師協会） 

200,000千円 

 

 

※４ 下記の会社の借入金に対し債務保

証を行っております。 

㈲ジェイアンドエフ接骨師協会 

200,000千円 

 

※５ 預り金 

    当社の支払代行業務に係る一時

預り金が1,865,635千円含まれて

おります。 

 

※５ 預り金 

    当社の支払代行業務に係る一時

預り金が3,201,680千円含まれて

おります。 

 

※５ 預り金 

    当社の支払代行業務に係る一時

預り金が2,657,165千円含まれて

おります。 

※６ 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、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。 

※６ 消費税等の取扱い 

同左 

※６ 
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（中間損益計算書関係） 

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 営業外収益のうち主なもの 

受取利息     860千円 

和解金収入   5,000千円 

 

※１ 営業外収益のうち主なもの 

受取利息      33千円 

受取配当金    979千円 

 

※１ 営業外収益のうち主なもの 

受取利息     893千円 

和解金収入   5,000千円 

※２ 営業外費用のうち主なもの 

支払利息    7,138千円 

新株発行費   23,623千円 

 

 

※２ 営業外費用のうち主なもの 

支払利息    10,643千円 

新株予約権 

発行費      8,882千円 

       社債発行費     11,068千円 

    社債利息       1,450千円 

 

※２ 営業外費用のうち主なもの 

支払利息    20,515千円 

新株発行費   23,722千円 

 

３ 減価償却実施額 

有形固定資産   4,578千円 

無形固定資産   3,239千円 

 

３ 減価償却実施額 

有形固定資産  9,205千円 

無形固定資産  5,346千円 

 

３ 減価償却実施額 

有形固定資産  14,960千円 

無形固定資産   7,936千円 
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①有価証券 

 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）及び前事業年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）において子会社株式及び関

連会社株式で時価のあるものはありません。 

 

 

（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 

          114,402円57銭 

１株当たり中間純利益金額 

           4,607円98銭 

潜在株式数調整後 

１株当たり中間純利益金額 

           3,743円73銭 

 

当社は平成17年５月20日付けで株式１

株につき５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 
13,454円94銭 

１株当たり 
純資産額 
29,852円58銭 

１株当たり 
中間純利益 
2,875円54銭 

１株当たり 
当期純利益 
5,986円63銭 

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

は非上場であり、

かつ店頭登録も

していないため、

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。 

潜在株式調整後

１株当たり当期

純利益金額 

5,592円46銭 

 

１株当たり純資産額 

           44,834円14銭 

１株当たり中間純利益金額 

           1,724円91銭 

潜在株式数調整後 

１株当たり中間純利益金額 

           1,641円37銭 

 

当社は平成18年４月１日付けで株式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 
38,134円19銭 

１株当たり 
純資産額 
35,369円27銭 

１株当たり 
中間純利益 
1,535円99銭 

１株当たり 
当期純利益 
2,776円01銭 

潜在株式調整後１

株当たり当期純利

益金額 

1,247円91銭 

潜在株式調整後

１株当たり当期

純利益金額 

2,400円29銭 

 

１株当たり純資産額 

          106,107円82銭 

１株当たり当期純利益金額 

           8,328円04銭 

潜在株式数調整後 

１株当たり当期純利益金額 

           7,200円87銭 

 

当社は平成17年５月20日付けで株式１

株につき５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。 

 

 
 

前事業年度 

１株当たり純資産額 
29,852円58銭 

１株当たり当期純利益 
5,986円63銭 

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額 

5,592円46銭 
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（注）１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式数調整後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） 205,519 291,864 402,780 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

（うち利益処分による役員賞与金） （－） （－） （－） 

普通株式に係る中間（当期）純利益（千円） 205,519 291,864 402,780 

期中平均株式数（株） 44,600 169,205 48,364 

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） 10,297 8,613 7,571 

（うち新株引受権） （7,397） （ 730） （5,210） 

（うち新株予約権） （2,900） （7,883） （2,361） 

 

２ １株当たり純資産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 

 純資産の部の合計額（千円） － 8,082,261 － 

純資産の部の合計額から控除する金 

（千円） 
－ 60,000 － 

（うち新株予約権）   －   （60,000） － 

普通株式に係る中間期末の純資産額 

              （千円） 
       － 8,022,261        － 

１株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末

の普通株式の数 
－ 178,932        － 
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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17年６月28日開催の定時株

主総会で決議した商法第280条ノ20及び

第280条ノ21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17年11月24日開催の取締役会

において具体的な発行内容を決議し、以

下の要領により、社外協力者に対し、ス

トックオプションとして新株予約権を無

償で発行いたしました。 

１．新株予約権の目的たる株式の種類及

び数 

当社普通株式200株 

なお、当社が株式分割又は株式併合

を行う場合、それぞれの効力発生の

時をもって次の算式により新株予約

権の目的たる株式の数を調整する。 

ただし、この調整は、新株予約権の

うち当該時点で権利を行使されてい

ない新株予約権の目的たる株式の数

についてのみ行われ、調整により１

株未満の端数が生じた場合は、これ

を切り捨てる。 

調整後株式数 

＝調整前株式数×分割・併合の比率 

また、当社が他社と吸収合併もしく

は新設合併を行い本件新株予約権が

承継される場合、又は当社が新設分

割もしくは吸収分割を行う場合、当

社は必要と認める株式数の調整を行

うものとする。 

２．新株予約権の数 

200個（新株予約権１個当たりの目的

たる株式の数 １株） 

なお、上記１．に定める株式数の調

整を行った場合は、新株予約権１個

当たりの目的たる株式の数について

同様の調整を行うものとする。 

３．新株予約権の発行価額 

無償 

４．新株予約権の発行日 

平成17年12月２日 

５．新株予約権の行使に際して払込をすべ

き金額 

１株当たり 854,490円 

 

 

               

 

 

平成18年２月２日の取締役会決議に基づ

き、株式分割による新株式を発行しており

ます。 

(1)平成18年４月１日付けを持って普通株
式１株を３株に分割する。 

(2)分割により増加する株式数 
 普通株式  107,088株 
(3)分割方法 
平成18年３月31日現在の最終の株主名
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する。 

(4)配当起算日 
平成18年４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

の当事業年度における１株当たり情報は、

それぞれ以下のとおりとなります。 

前事業年度 
（自 平成16年４
月１日 至 平成
17年３月31日） 

当事業年度 
（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 
9,950円86銭 

１株当たり 
純資産額 
35,369円27銭 

１株当たり 
当期純利益 
1,995円55銭 

１株当たり 
当期純利益 
2,776円01銭 

潜在株式調整後

１株当たり当期

純利益金額 

1,864円15銭 

潜在株式調整後

１株当たり 

当期純利益金額 

2,400円29銭 
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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） 

時価を下回る価額で新株を発行又は自

己株式を処分する場合（新株予約権の行

使により新株を発行する場合は除く。）

は、次の算式により１株当たりの払込金

額を調整し、調整により生じる１円未満

の端数は切り上げる。 

 

調整後 

払込 

金額 

＝ 

  

  

新規発行 

株式数 

×１株当たり 

の払込金額 

既発 

行株 

式数 

＋

新規発行 

前の株価 
調整前 

払込 

金額 

× 既発行株式数 

＋新規発行による 

増加株式数 

 

上記算式において「既発行株式数」とは、

当社の発行済株式総数から当社が保有

する自己株式数を控除した数とし、自己

株式の処分を行う場合には「新規発行」

を「自己株式の処分」、「１株当たりの

払込金額」を「１株当たりの処分金額」

と読み替えるものとする。 

また、株式分割又は株式併合を行う場

合、次の算式により払込金額を調整し、

１円未満の端数は切上げる。 

 
1 調整後 

払込 

金額 

＝ 

調整前 

払込 

金額 

× 分割・併合 

の比率 

 

更に、当社が他社を吸収合併もしくは新

設合併を行い本件新株予約権が承継さ

れる場合、又は当社が新設分割もしくは

吸収分割を行う場合、当社は必要と認め

る払込金額の調整を行う。 

 

 

      

 

平成17年６月28日開催の定時株主総会

及び平成18年４月19日開催の取締役会に

基づき、当社取締役、当社監査役、当社

従業員に対し、商法第280条ノ20及び第

280条ノ21の規定に基づき新株予約権の

付与（ストックオプション）を行ってお

ります。 

ストックオプションの内容 

(1)発行する株式の種類：普通株式 

(2)対象株式数： 

当社取締役  1,560株 

当社従業員  1,470株 

当社監査役   270株 

(3)権利行使価額：321,173円 

(4)付与対象者： 

当社取締役   ３名 

当社従業員   30名 

当社監査役   １名 

(5)権利行使期間： 

平成19年６月29日から平成26年６

月末日まで 
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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） 

６．新株予約権の行使期間 

平成19年６月29日から平成26年６月

末日までとする。 

７．新株予約権の行使の条件 

①新株予約権は、発行時に割当てを受

けた新株予約権者において、これを

行使することを要する。 

②新株予約権者は、新株予約権行使時 

においても当社との間でコンサル

タント契約を締結していることを

要する。また社外のコンサルタント

は新株予約権の行使に先立ち、当該

行使に係る新株予約権の数及び行

使の時期について、取締役会の承認

を要するものとする。 

③新株予約権者は、新株予約権の権利 

行使時においても当社との取引関 

係が良好に継続し、当社の業績並び 

に企業価値の向上に寄与している 

と判断されることを要するものと 

する。ただし、新株予約権者が競合 

関係にある他の会社の子会社、もし 

くは当該他の会社の傘下会社とな 

った場合は権利を喪失する。また新 

株予約権の行使に先立ち、当該行使 

に係る新株予約権の数及び行使の 

時期について、取締役会の承認を要 

するものとする。 

④新株予約権者が合併により消滅し 

た場合、存続会社による新株予約権 

の承継は認めない。 

⑤新株予約権の質入その他の処分は 

認めないものとする。 

⑥その他の権利行使の条件は当社と 

新株予約権者との間で締結する新 

株予約権割当契約に定めるところ 

による。 

 

 

      

 

平成18年５月10日開催の取締役会に

おいて、第５回新株予約権（第三者割当）

の発行を決議し、平成18年５月26日に

発行いたしました。その内容は以下のと

おりであります。 

(1) 割当予定先 

ゴールドマン・サックス証券会社   

東京支店 

(2) 新株予約権の割当日及び払込期日 

平成18年５月26日 

(3) 新株予約権の数 

800個 

(4) 新株予約権の払込金額 

1個当たり100,000円 

（払込金額の総額80,000,000円） 

(5) 新株予約権の行使時の1株当たりの

出資される財産の価額（以下「行使

価額」） 

当初は 298,200円とする。平成 18

年６月１日以降、毎月第４金曜日ま

での 10連続取引日の株式会社東京

証券取引所における当社普通株式

の普通取引の毎日の終値の平均値

に相当する金額(以下「修正日価

額」)が、当該修正日の直前に有効

な行使価額を下回る場合又は当該

修正日の直前に有効な行使価額の

130％に相当する金額を上回る場合

には、行使価額は、修正日の翌取引

日以降、修正日価額に修正される。

但し、行使価額の上限は426,000円

とし、行使価格の下限は184,600円

とする。 

(6) 新株予約権の目的である株式の数 

新株予約権１個の行使により当社

が交付する当社普通株式の数は、

10,000,000円を行使価額で除した

数とし、１株未満の端数は切り捨て

る。 

 (7) 新株予約権の行使可能期間 

平成18年６月20日から平成20年

５月26日までとする。 

(8) 新株予約権の行使により株式を発行

する場合における増加する資本金

に関する事項 

会社計算規則第 40条第１項の規定

に従い算出される資本金等増加限

度額の２分の１の金額とし、計算の

結果１円未満の端数が生じる場合

はその 端数を切上げた額とする。 

(9) 譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得につい

ては、当社取締役会の決議による承

認を要する。 
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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） 

８．新株予約権の消却事由及び消却条件 

①当社が消滅会社となる合併につい

ての合併契約書、当社が完全子会

社となる株式交換についての株式

交換契約書又は株式移転の議案に

ついて株主総会の承認決議がなさ

れたときは、当社は新株予約権を

無償で消却することができる。 

②当社は、新株予約権者が上記７．

に定める条件に該当しなくなった

ため新株予約権を行使できなくな

った場合、及び新株予約権者が新

株予約権の全部又は一部を放棄し

た場合は、当該新株予約権を無償

で消却することができる。 

９．新株予約権の譲渡制限 

新株予約権の譲渡については取締役

会の承認を要する。 

 

 

      

 

(10) 資金使途 

全額を売掛金流動化事業において

当社の提携先の納入業者から売掛

金債権を買い取る資金に充当する

予定である。 

 

なお、割当予定先であるゴールドマ

ン・サックス証券会社東京支店との

間で、新株予約権の行使について行

使条件付買取契約（以下「新株予約

権買取契約」）を締結しており、そ

の概要は、以下のとおりである。 

       発行した新株予約権 800個の内

200個については、ゴールドマン・

サックス証券会社東京支店の裁量

で権利行使が行われる（但し、当社

に取得権が留保されている。）。残

り 600個の権利行使につきまして

は、追加資金需要の発生時に、当社

が同社に対し、権利行使可能な新株

予約権の個数、権利行使の開始を通

知し、同社は当社の通知の範囲内で

自己の裁量で権利行使を行う。 

但し、当社が新株予約権の行使を許

可した場合であっても、新株予約権

の行使は、同社の裁量によってなさ

れるため新株予約権買取契約によ

って当社の資金調達が約束されて

いるわけではない。 

当社は、権利行使請求期間中、何度

でも権利行使の機会を設定するこ

とができる。但し、当社の未公表

の重要事実等がある場合には、権

利行使可能期間の開始を通知する

ことができない。 

 

また、割当予定先であるゴールドマ

ン・サックス証券会社東京支店との

間で、コミットメントライン契約を

締結しており、その概要は、以下の

とおりである。 

(1) 借入先 

ゴールドマン・サックス証券会社東

京支店又はゴールドマン・サック

ス・クレディット・パートナーズ有

限会社 

(2) コミットメント金額 

40億円 

(3) コミットメント期間 

平成18年５月10日から平成19年５月

10日まで 

(4) 利息 

年0.95% 

(5) 返済期限 

平成20年５月28日 
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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） 

  

      

 

(6) その他 

コミットメント金額については、ゴ

ールドマン・サックス証券会社東京

支店の裁量により、20億円に変更で

きる。但し、上記新株予約権買取契

約に基づきゴールドマン・サックス

証券会社東京支店が行使可能な最

大限の個数の新株予約権の数に

1,000万円を乗じた額の方がコミッ

トメント金額（変更された場合には

変更された金額）よりも小さい場合

には、当該超過額についてはゴール

ドマン・サックス証券会社東京支店

は貸付義務を負担しない。 

ゴールドマン・サックス証券会社東

京支店が上記新株予約権を行使し

た場合、当該新株予約権の数に

1,000万円を乗じた額につき、当該

行使請求の効力が発生した日から

２営業日以内に、その利息とともに

弁済する。
 

 

 

 


