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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                          （百万円未満は切り捨て） 

 
  

 

 
  
(2) 財政状態                          （百万円未満は切り捨て） 

 

 
  

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） 

 
 (参考) １株当たり予想当期純利益（通期） 177円65銭 
  
  ※  上記予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の

業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 
  

3. 配当状況 

 
  

平成19年３月期 個別中間財務諸表の概要

上場会社名 株式会社ビーエスピー 上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ

コード番号 3800 本社所在都道府県 東京都

(URL http://www.bsp.jp)

代  表  者 役職名 代表取締役社長 氏名 竹藤 浩樹

問合せ先責任者 役職名 代表取締役専務 支援本部長 氏名 山口 謙二

TEL (03)5463－6381  

決算取締役会開催日 平成18年11月９日 配当支払開始日 平成18年12月11日

単元株制度採用の有無 有(１単元 100株)

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 1,900 (△1.4) 809 (△0.3) 862 (2.4)

17年９月中間期 1,928 (12.4) 811 (32.8) 842 (25.8)

18年 ３月 期 3,471 1,162 1,170

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 503 (3.5) 118 43

17年９月中間期 486 (71.6) 129 63

18年 ３月 期 680 179 52

(注) ① 期中平均株式数 18年９月中間期 4,249,941株 17年９月中間期 3,750,000株 18年３月期 3,791,666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

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 6,635 5,797 87.4 1,364 09

17年９月中間期 4,284 3,396 79.3 905 70

18年 ３月 期 6,427 5,535 86.1 1,302 37

(注) ① 期末発行済株式数 18年９月中間期 4,249,900株 17年９月中間期 3,750,000株 18年３月期 4,250,000株

② 期末自己株式数 18年９月中間期 100株 17年９月中間期 －株 18年３月期 －株

売上高 経常利益 当期純利益
百万円 百万円 百万円

通期 3,850 1,300 755

・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 ― ― ― 55.00 無 55.00

19年３月期(実績) ― 28.00 ― ― 無
56.00

19年３月期(予想) ― ― ― 28.00 無



6. 中間財務諸表等 

中間財務諸表 

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 1,699,302 2,657,834 2,409,584

 ２ 売掛金 875,796 734,338 828,515

 ３ 有価証券 ─ 999,219 999,928

 ４ 貯蔵品 496 258 731

 ５ 繰延税金資産 71,842 60,958 61,773

 ６ その他 79,622 49,685 52,513

   流動資産合計 2,727,060 63.6 4,502,295 67.8 4,353,046 67.7

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１ 63,280 1.5 84,533 1.3 86,883 1.4

 ２ 無形固定資産 77,345 1.8 135,854 2.1 69,146 1.1

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 660,800 673,550 685,400

  (2) 長期性預金 ※２ 330,000 830,000 830,000

  (3) 繰延税金資産 89,897 98,720 92,646

  (4) その他 421,477 396,161 395,605

   貸倒引当金 △85,135 △85,135 △85,135

   投資その他の資産 
   合計

1,417,040 33.1 1,913,296 28.8 1,918,517 29.8

   固定資産合計 1,557,667 36.4 2,133,684 32.2 2,074,546 32.3

   資産合計 4,284,727 100.0 6,635,979 100.0 6,427,593 100.0
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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 149,235 92,481 144,214

 ２ 未払法人税等 367,100 358,500 345,200

 ３ 賞与引当金 31,799 33,293 40,600

 ４ 役員賞与引当金 17,700 22,125 36,700

 ５ その他 ※５ 188,553 262,046 255,542

   流動負債合計 754,388 17.6 768,445 11.6 822,256 12.8

Ⅱ 固定負債

 １ 長期未払金 75,449 70,259 70,259

 ２ その他 58,490 ─ ─

   固定負債合計 133,939 3.1 70,259 1.0 70,259 1.1

   負債合計 888,328 20.7 838,705 12.6 892,516 13.9

(資本の部)

Ⅰ 資本金 480,000 11.2 ─ ─ 1,330,000 20.7

Ⅱ 資本剰余金

 １ 資本準備金 371,000 ─ 1,450,500

   資本剰余金合計 371,000 8.7 ─ ─ 1,450,500 22.6

Ⅲ 利益剰余金

 １ 利益準備金 120,000 ─ 120,000

 ２ 任意積立金 1,638,247 ─ 1,638,247

 ３ 中間(当期)未処分 
   利益

773,814 ─ 968,401

   利益剰余金合計 2,532,062 59.1 ─ ─ 2,726,649 42.4

Ⅳ その他有価証券評価 
  差額金

13,337 0.3 ─ ─ 27,927 0.4

   資本合計 3,396,399 79.3 ─ ─ 5,535,076 86.1

   負債及び資本合計 4,284,727 100.0 ─ ─ 6,427,593 100.0
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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
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 ― 1,330,000 20.0 ―

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 ― 1,450,500 ―

   資本剰余金合計 ― 1,450,500 21.9 ―

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 ― 120,000 ―

  (2) その他利益剰余金

    別途積立金 ― 1,982,200 ―

    プログラム等準備 
    金

― 14,011 ―

    繰越利益剰余金 ― 880,019 ―

   利益剰余金合計 ― 2,996,231 45.2 ―

 ４ 自己株式 ― △357 △0.0 ―

   株主資本合計 ― 5,776,374 87.1 ―

Ⅱ 評価・換算差額等

   その他有価証券 
   評価差額金

― 20,899 ―

   評価・換算差額等 
   合計

― 20,899 0.3 ―

   純資産合計 ― 5,797,274 87.4 ―

   負債純資産合計 ― 6,635,979 100.0 ―
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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 1,928,027 100.0 1,900,974 100.0 3,471,729 100.0

Ⅱ 売上原価 20,107 1.1 27,281 1.4 94,850 2.7

   売上総利益 1,907,920 98.9 1,873,693 98.6 3,376,878 97.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 1,096,063 56.8 1,064,192 56.0 2,213,894 63.8

   営業利益 811,857 42.1 809,501 42.6 1,162,984 33.5

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 2,295 4,593 4,591

 ２ 受取配当金 23,510 43,010 23,810

 ３ 事務代行手数料収入 5,511 4,800 7,280

 ４ その他 1,337 32,654 1.7 1,859 54,262 2.9 5,598 41,279 1.2

Ⅴ 営業外費用

 １ コミットメント 
   ライン手数料

1,949 999 4,075

 ２ 新株発行費 ─ ─ 15,170

  ３  上場関連費用 ─ ─ 13,040

 ４ その他 480 2,430 0.1 342 1,342 0.1 1,162 33,447 1.0

   経常利益 842,081 43.7 862,421 45.4 1,170,816 33.7

Ⅵ 特別利益

 １ ゴルフ会員権売却益 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 19,828 19,828 0.6

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 2,652 2,652 0.1

   税引前中間(当期) 
   純利益

842,081 43.7 862,421 45.4 1,187,992 34.2

   法人税、住民税 
   及び事業税

365,667 359,525 519,681

   法人税等調整額 △9,713 355,954 18.5 △437 359,088 18.9 △12,403 507,278 14.6

   中間(当期)純利益 486,127 25.2 503,332 26.5 680,714 19.6

   前期繰越利益 287,686 376,687 287,686

   中間(当期)未処分 
   利益

773,814 880,019 968,401
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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。 

項目

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

平成18年３月31日残高(千円) 1,330,000 1,450,500 1,450,500

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当(千円) （注） ─ ─ ─

 中間純利益(千円) ─ ─ ─

 自己株式の取得(千円) ─ ─ ─

 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)

─ ─ ─

中間会計期間中の変動額合計 
(千円)

─ ─ ─

平成18年９月30日残高(千円) 1,330,000 1,450,500 1,450,500

項目

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計プログラム

等準備金
別途積立金

繰越利益剰

余金

平成18年３月31日残高(千円) 120,000 56,047 1,582,200 968,401 2,726,649 ─ 5,507,149

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当(千円) （注） ─ △42,035 400,000 △591,714 △233,750 ─ △233,750

 中間純利益(千円) ─ ─ ─ 503,332 503,332 ─ 503,332

 自己株式の取得(千円) ─ ─ ─ ─ ─ △357 △357

 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)

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

中間会計期間中の変動額合計 
(千円)

─ △42,035 400,000 △88,381 269,582 △357 269,225

平成18年９月30日残高(千円) 120,000 14,011 1,982,200 880,019 2,996,231 △357 5,776,374

項目

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) 27,927 27,927 5,535,076

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当(千円) （注） ─ ─ △233,750

 中間純利益(千円) ─ ─ 503,332

 自己株式の取得(千円) ─ ─ △357

 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)

△7,028 △7,028 △7,028

中間会計期間中の変動額合計 
(千円)

△7,028 △7,028 262,197

平成18年９月30日残高(千円) 20,899 20,899 5,797,274
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

 
  

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

  ①子会社株式

    移動平均法による原価法

  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)

１ 資産の評価基準及び評価方法

 (1) 有価証券

  ①満期保有目的の債券

    償却原価法(定額法)

  ②子会社株式

同左

  ③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)

１ 資産の評価基準及び評価方法

 (1) 有価証券

  ①満期保有目的の債券

    償却原価法(定額法)

  ②子会社株式

同左

  ③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

   時価のないもの

同左

   時価のないもの

同左

 (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

   定率法によっております。な

お、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

   建物        15年

   工具器具及び備品  ６年

２ 固定資産の減価償却の方法

 (1) 有形固定資産

同左

２ 固定資産の減価償却の方法

 (1) 有形固定資産

同左

 (2) 無形固定資産

   商標権

    定額法によっております。

   ソフトウェア

    市場販売目的のソフトウェ

アは販売可能な見込有効期間

(３年以内)に基づく定額法に

よっております。自社利用目

的のソフトウェアは社内にお

ける見込利用可能期間(５年)

に基づく定額法によっており

ます。

 (2) 無形固定資産

   商標権

同左

   ソフトウェア

同左

 (2) 無形固定資産

   商標権

同左

   ソフトウェア

同左

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

に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しております。

３ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

同左

３ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

同左
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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)

 (2) 賞与引当金

   従業員に対する賞与の支給に

備えるため、当中間会計期間に

負担すべき支給見込額を計上し

ております。

 (2) 賞与引当金

同左

 (2) 賞与引当金

   従業員に対する賞与の支給に

備えるため、当事業年度に負担

すべき支給見込額を計上してお

ります。

 (3) 役員賞与引当金

   役員に対する賞与の支払に備

えるため、支給見込額に基づき

計上しております。

 (3) 役員賞与引当金

同左

 (3) 役員賞当金

同左

 (4) 役員退職慰労引当金

   役員の退職慰労金の支払に備

えるため、内規に基づく平成17

年６月末要支給額の100％を計

上しております。

 (4) 

 

────────

 (4) 役員退職慰労引当金

   役員の退職慰労金の支払に備

えるため、内規に基づく平成17

年６月末要支給額の100％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。

４ リース取引の処理方法

同左

４ リース取引の処理方法

同左

５ 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

 (1) 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。

５ 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

 (1) 消費税等の会計処理

同左

５ その他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

同左

 (2) プログラム準備金

   中間決算における税額計算に

おいて、プログラム準備金を利

益処分により取崩したものとみ

なしております。

 (2) プログラム準備金

同左

 (2) プログラム準備金

   決算における税額計算におい

て、プログラム準備金を利益処

分により取崩したものとみなし

ております。
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中間財務諸表作成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。 

 従来の「資本の部」の合計に相当

する金額は5,797百万円でありま

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。

 
 
 
 
 
   

──────── 
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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       93,968千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額        84,201千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額       76,600千円

 

※２ 担保資産及び担保付債務

担保資産 担保付債務

種類 金額 内容 金額

千円 千円

長期性 
預金

330,000
子会社の 
借入金 
保証

113,220

   子会社の借入金保証は保証枠

を記載しております。

   なお、長期性預金はビーエス

ピー共済会借入枠200,O00千円

に対しても担保提供しておりま

す。

 

※２ 担保資産及び担保付債務

担保資産 担保付債務

種類 金額 内容 金額

千円 千円

長期性 
預金

200,000 － －

   長期性預金はビーエスピー共

済会借入枠200,000千円に対し

て担保提供しております。

 

※２ 担保資産及び担保付債務

担保資産 担保付債務

種類 金額 内容 金額

千円 千円

長期性
預金

200,000 － －

   長期性預金はビーエスピー共

済会借入枠200,000千円に対し

て担保提供しております。

 

 ３ 保証債務

   子会社、ビーエスピー共済会

及び従業員について、金融機関

よりの借入金に対し債務保証を

行っております。

保証先 金額 内容

千円

BSP  
International 
Corp.

113,220
金融機関より 
の借入金 
(1,000千US$)

ビーエスピー 
共済会

200,000
金融機関より 
の借入金

従業員 513
金融機関より 
の借入金

合計 313,733

な お、BSP  International 

Corp.およびビーエスピー共済

会の金額は借入枠を記載してお

ります。

 

 ３ 保証債務

   ビーエスピー共済会につい

て、金融機関よりの借入金に対

し債務保証を行っております。 

 

保証先 金額 内容

千円

ビーエスピー
共済会

200,000
金融機関より
の借入金

なお、ビーエスピー共済会の

金額は借入枠を記載しておりま

す。

 

 ３ 保証債務

   ビーエスピー共済会につい

て、金融機関よりの借入金に対

し債務保証を行っております。 

 

保証先 金額 内容

千円

ビーエスピー 
共済会

200,000
金融機関より
の借入金

なお、ビーエスピー共済会の

金額は借入枠を記載しておりま

す。

 ４ 当社は運転資金の効率的な調

達を行うため、取引銀行４行と

貸出コミットメントライン設定

契約を締結しております。これ

ら契約に基づく当中間会計期間

末の借入未実行残高は次のとお

りであります。

貸出コミット 
メントの総額

1,000,000千円

借入実行残高 ─

差引額 1,000,000千円

 ４ 当社は運転資金の効率的な調

達を行うため、取引銀行１行と

貸出コミットメントライン設定

契約を締結しております。これ

ら契約に基づく当中間会計期間

末の借入未実行残高は次のとお

りであります。

貸出コミット
メントの総額

1,000,000千円

借入実行残高 ─

差引額 1,000,000千円

 ４ 当社は運転資金の効率的な調

達を行うため、取引銀行１行と

貸出コミットメントライン設定

契約を締結しております。これ

ら契約に基づく当事業年度末の

借入未実行残高は次のとおりで

あります。

貸出コミット 
メントの総額

1,000,000千円

借入実行残高 ─

差引額 1,000,000千円

※５ 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。

※５ 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。

※５ 

 
 

────────
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(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） 

１ 自己株式に関する事項 

   
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加  100株 

  

  

有価証券関係 

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)および前事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３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 一般管理費に含まれる研究開

発費は、177,451千円でありま

す。なお、当期製造費用に含ま

れるものはありません。

※１ 一般管理費に含まれる研究開

発費は、121,127千円でありま

す。なお、当期製造費用に含ま

れるものはありません。

※１ 一般管理費に含まれる研究開

発費は、318,257千円でありま

す。なお、当期製造費用に含ま

れるものはありません。

 ２ 減価償却実施額

有形固定資産 5,980千円

無形固定資産 21,639千円

 ２ 減価償却実施額

有形固定資産 7,601千円

無形固定資産 21,379千円

 ２ 減価償却実施額

有形固定資産 12,887千円

無形固定資産 43,441千円

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） － 100 － 100
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１株当たり情報 

  

 
(注) １株当たり中間(当期)純利益および潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎 

   
  

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 905円70銭 １株当たり純資産額 1,364円09銭 １株当たり純資産額 1,302円37銭

１株当たり中間純利益 129円63銭 １株当たり中間純利益 118円43銭 １株当たり当期純利益 179円52銭

 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、潜在株

式が存在しないため記載しておりま

せん。

 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、期中平

均株価が行使価格を下回っており、

希薄化効果を有しないため記載して

おりません。

 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

178円99銭

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)

中間損益計算書上の中間(当期) 
純利益(千円)

486,127 503,332 680,714

普通株式に係る中間(当期)純利益 
(千円)

486,127 503,332 680,714

普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ─ ─

普通株式の期中平均株式数(株) 3,750,000 4,249,941 3,791,666

中間(当期)純利益調整額(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(株)

 新株予約権 ─ ─ 11,225

普通株式増加数(株) ─ ─ 11,225

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)
純利益の算定に含まれなかった潜
在株式の概要

─
新株予約権１種類
（新 株 予 約 権 の 数
3,700個）

新株予約権１種類
（新 株 予 約 権 の 数
3,750個）
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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） 

当社は、平成17年12月15日開催の取締役会において、商法第280条ノ20及び第280条ノ21並びに平

成17年６月23日開催の第23期定時株主総会決議に基づき、当社および当社子会社の取締役および従

業員に対して以下のとおりストックオプションとして無償で新株予約権を発行することを決議いた

しました。 

  

 
3) 新株予約権の発行価額及び発行日 

新株予約権は無償で発行するものとし、これを発行する日は平成17年12月28日であります。 

4) 新株予約権行使時に払込すべき１株当たりの金額 

新株予約権行使時に払込すべき１株当たりの金額は、当社普通株式の株式上場に際して行う公

募増資等のために当社取締役会または取締役会の委任を受けた代表取締役が決定し公表する当社

普通株式の一般募集における発行価格・売出しにおける売出価格と同額(以下「公募価格」とい

う。)とします。ただし、当該公募価格が1,000円に満たないときは、1,000円とします。 

5) 新株予約権の割当を受ける者及び発行数 

  

 
  

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） 

該当事項はありません。 

  

前事業年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

  

その他 

 該当事項はありません。 

l) 新株予約権の目的たる株式の種類及び数 当社普通株式 375,000株

2) 発行する新株予約権の総数 3,750個

割当対象者の区分 人数 新株予約権の発行数

当社取締役 5人 1,850個

当社子会社取締役 2人 420個

当社従業員 31人 1,240個

当社子会社従業員 10人 240個

合計 48人 3,750個
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