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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）

(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９月中間期 3,050 20.3 114 92.0 110 41.4

17年９月中間期 2,536 － 59 － 78 －

18年３月期 5,659  206  229  

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 61 △18.5 31 24

17年９月中間期 75 － 420 20

18年３月期 172  95 30

（注）① 期中平均株式数 18年９月中間期 1,927,077株 17年９月中間期 180,032株 18年３月期 1,815,123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。

④ 当社は、平成16年９月中間期は中間財務諸表を作成していないため、平成17年９月中間期の対前年中間期増減率は記載しておりません。

⑤ 当社は平成18年２月17日付をもって１株につき10株の株式分割を行っております。平成17年９月中間期の１株当たり情報は、株式分割

前の株式数で記載しております。

(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９月中間期 3,261 1,796 55.1 863 85

17年９月中間期 2,632 1,277 48.5 6,980 30

18年３月期 2,953 1,383 46.8 755 74

（注）① 期末発行済株式数 18年９月中間期 2,080,000株 17年９月中間期 183,000株 18年３月期 1,830,000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

③ 当社は平成18年２月17日付をもって１株につき10株の株式分割を行っております。平成17年９月中間期の１株当たり情報は、株式分割

前の株式数で記載しております。

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 6,060 254 151

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　72円60銭

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 － － － 7.5 － 7.5

19年３月期（実績） － － － － － －

19年３月期（予想） － － － 7.5 －  

（注）18年９月中間期末配当金の内訳　記念配当　－円－銭　特別配当　－円－銭
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※　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９月30日）
当中間会計期間末

（平成18年９月30日）
対前

中間期比
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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１．現金及び預金  1,258,342   1,597,718    1,201,620   

２．受取手形  ※６ 159,100   209,173    225,736   

３．売掛金  668,034   815,088    926,675   

４．制作支出金 ※１ 45,026   61,129    56,682   

５．前払費用  18,762   28,085    32,778   

６．繰延税金資産  49,245   27,111    17,158   

７．未収法人税等     －    47,496   

８．その他  13,287   6,347    3,220   

貸倒引当金  △80   △100    △110   

流動資産合計   2,211,719 84.0  2,744,554 84.2 532,835  2,511,258 85.0

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産            

(1）建物 ※２ 14,816   28,914    15,333   

(2）工具器具備
品

※２ 21,877   23,804    25,782   

(3）その他 ※２ 2,155   1,523    1,779   

有形固定資産
合計

 38,849   54,242   15,393 42,895   

２．無形固定資産            

(1）電話加入権  3,600   3,600    3,600   

(2）ソフトウェ
ア

 75,153   59,745    67,449   

無形固定資産
合計

 78,754   63,346   △15,407 71,050   

３．投資その他の
資産

           

(1）投資有価証
券

※３ 55,922   62,775    70,142   

(2）関係会社株
式

 58,434   58,434    58,434   

(3) 従業員長期
貸付金

 －   5,438    5,767   

(4）繰延税金資
産

 64,592   73,678    64,863   

(5）保険積立金  48,380   51,682    50,337   

(6）敷金及び保
証金

 68,815   140,345    72,007   

(7）その他 ※３ 13,410   13,410    13,410   

貸倒引当金  △6,500   △6,500    △6,500   

投資その他の
資産合計

 303,053   399,264   96,211 328,462   

固定資産合計   420,657 16.0  516,854 15.8 96,196  442,407 15.0

資産合計   2,632,376 100.0  3,261,408 100.0 629,032  2,953,666 100.0
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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）
対前

中間期比
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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．支払手形 ※６ 468,175   509,406    622,978   

２．買掛金  351,343   412,719    477,885   

３．短期借入金  10,000   －    10,000   

４．１年以内返済
予定の長期借
入金

※３ 138,420   77,260    95,660   

５．未払法人税等  1,528   61,523    －   

６．未払消費税等  12,524   13,445    14,192   

７．賞与引当金  40,000   48,000    45,000   

８．その他  114,909   138,065    78,287   

流動負債合計   1,136,900 43.2  1,260,421 38.6 123,520  1,344,004 45.5

Ⅱ　固定負債            

１．長期借入金 ※３ 65,300   31,000    62,000   

２．退職給付引当
金

 35,354   49,242    42,732   

３．役員退職慰労
引当金

 117,425   123,925    121,925   

固定負債合計   218,079 8.3  204,167 6.3 △13,911  226,657 7.7

負債合計   1,354,979 51.5  1,464,589 44.9 109,609  1,570,661 53.2
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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）
対前

中間期比
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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   105,000 4.0  － － △105,000  105,000 3.5

Ⅱ　資本剰余金            

１．資本準備金  15,000   －    15,000   

資本剰余金合計   15,000 0.6  － － △15,000  15,000 0.5

Ⅲ　利益剰余金            

１．利益準備金  21,660   －    21,660   

２．任意積立金  1,020,000   －    1,020,000   

３．中間（当期）
未処分利益

 103,560   －    200,900   

利益剰余金合計   1,145,220 43.5  － － △1,145,220  1,242,560 42.1

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

  12,176 0.4  － － △12,176  20,443 0.7

資本合計   1,277,396 48.5  － － △1,277,396  1,383,004 46.8

負債資本合計   2,632,376 100.0  － － △2,632,376  2,953,666 100.0

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本         

１　資本金    291,000 8.9 291,000   

２　資本剰余金   

(1) 資本準備金  201,000   

資本剰余金合

計
  201,000 6.2 201,000   

３　利益剰余金   

(1) 利益準備金 － 21,660  －

(2) その他利益

剰余金
    

別途積立金 － 1,170,000  －

繰越利益剰

余金
－ 98,801  －

利益剰余金合

計
 － － 1,290,461 39.6 1,290,461 － －

株主資本合

計
 － － 1,782,461 54.7 1,782,461 － －

Ⅱ　評価・換算差額

等
       

１　その他有価証

券評価差額金
－ － 14,358 0.4 14,358 － －

評価・換算差額

等合計
－ － 14,358 0.4 14,358 － －

純資産合計 － － 1,796,819 55.1 1,796,819 － －

負債純資産合計 － － 3,261,408 100.0 3,261,408 － －
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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）

対前
中間期比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   2,536,449 100.0  3,050,983 100.0 514,533  5,659,432 100.0

Ⅱ　売上原価   1,927,710 76.0  2,284,428 74.9 356,717  4,347,758 76.8

売上総利益   608,739 24.0  766,554 25.1 157,815  1,311,673 23.2

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  548,891 21.6  651,672 21.4 102,781  1,105,329 19.5

営業利益   59,847 2.4  114,882 3.8 55,034  206,343 3.7

Ⅳ　営業外収益 ※１  21,798 0.8  23,323 0.8 1,524  40,116 0.7

Ⅴ　営業外費用 ※２  3,582 0.1  27,812 0.9 24,230  16,911 0.3

経常利益   78,063 3.1  110,392 3.6 32,328  229,548 4.1

Ⅵ　特別利益 ※３  53,021 2.1  171 0.0 △52,849  56,183 1.0

Ⅶ　特別損失 ※４  － －  1,780 0.1 1,780  － －

税引前中間
（当期）純利
益

  131,084 5.2  108,783 3.6 △22,301  285,732 5.1

法人税、住民
税及び事業税

 671   61,765    31,813   

法人税等調整
額

 54,762 55,434 2.2 △14,608 47,157 1.5 △8,276 80,927 112,741 2.0

中間（当期）
純利益

  75,650 3.0  61,625 2.0 △14,025  172,991 3.1

前期繰越利益   27,909   － －   27,909  

中間（当期）
未処分利益

  103,560   － －   200,900  
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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
合計資本

準備金

その他
資本
剰余金

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
合計別途

積立金
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高（千円） 105,000 15,000 ー 15,000 21,660 1,020,000 200,900 1,242,560 1,362,560

中間会計期間中の変動額

新株の発行 186,000 186,000  186,000     372,000

別途積立金の積立て（注）      150,000 △150,000 － －

剰余金の配当（注）       △13,725 △13,725 △13,725

中間純利益       61,625 61,625 61,625

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） 186,000 186,000 － 186,000 － 150,000 △102,100 47,900 419,900

平成18年９月30日　残高（千円） 291,000 201,000 － 201,000 21,660 1,170,000 98,801 1,290,461 1,782,461

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） 20,443 20,443 1,383,004

中間会計期間中の変動額

新株の発行   372,000

別途積立金の積立て（注）   －

剰余金の配当（注）   △13,725

中間純利益   61,625

株主資本以外の項目の中間会計期間中

の変動額（純額）
△6,086 △6,086 △6,086

中間会計期間中の変動額 合計（千円） △6,086 △6,086 413,815

平成18年９月30日　残高（千円） 14,358 14,358 1,796,819

（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。
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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

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。

(1）有価証券

子会社株式

同左

(1）有価証券

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）を採用しております。

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）を採用しております。

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

　移動平均法による原価法を

採用しております。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(2）たな卸資産

制作支出金

　個別法による原価法を採用し

ております。

(2）たな卸資産

制作支出金

同左

(2）たな卸資産

制作支出金

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　　　　　39～50年

(1）有形固定資産

　定率法を採用しております。た

だし、平成10年４月１日以降に取

得した建物（付属設備を除く）は

定額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　　　　　39～50年

(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（５年）に基づいておりま

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 ──────

 

 

(1) 株式交付費

  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。 

４．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。

(2）賞与引当金

同左

(2）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

当期負担額を計上しております。

－ 39 －



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）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。

　過去勤務債務は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（10年）による定額法

により費用処理しております。

　なお、数理計算上の差異につい

ては、当該差異が発生した事業年

度の翌事業年度から３年間にわた

り償却しております。

(3）退職給付引当金

同左

 

 

(3）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及び

年金資産の見込額に基づき計上し

ております。

　過去勤務債務は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（10年）による定額法

により費用処理しております。

　なお、数理計算上の差異につい

ては、当該差異が発生した事業年

度の翌事業年度から３年間にわた

り償却しております。

(4）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、内規に基づく中間期末要

支給額を計上しております。

(4）役員退職慰労引当金

同左

(4）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、内規に基づく期末要支給

額を計上しております。

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．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

　消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。

同左 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）

────── （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1,796,819千円であります。

  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。

──────

追加情報

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）

────── ──────   当事業年度から資本金が１億円超になり外

形標準課税制度が適用となった事に伴い、「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3,286千

円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当

期純利益が同額減少しております。
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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　制作支出金

　販売促進物の制作はもっぱら外注に依

存しており、工程毎にそれぞれの外注先

を使用するのが通常となっております。

よって制作工程の途中にあるもので、す

でに役務提供等の終了した工程に係る外

注先への支払額及び支払の確定した金額

を集計したものであります。

※１

同左

※１

同左

※２　有形固定資産の減価償却累計額

24,904千円

※２　有形固定資産の減価償却累計額

34,372千円

※２　有形固定資産の減価償却累計額

30,435千円

※３　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。

※３       ──────────

 

※３       ──────────

 

投資有価証券 29,149千円

投資その他の資産

「その他」
6,500千円

計 35,649千円

　上記物件は、１年以内返済予定の長期

借入金　63,600千円及び長期借入金　

41,200千円の担保に供しております。

  

　４　偶発債務

債務保証

　次の関係会社について、金融機関から

の借入に対し債務保証を行っております。

　４       ──────────

 

 

　４　偶発債務

債務保証

　次の関係会社について、金融機関から

の借入に対し債務保証を行っております。

保証先 金額 内容

㈱岐阜クリエート 8,420千円 借入債務

保証先 金額 内容

㈱岐阜クリエート 3,440千円 借入債務

　５　受取手形割引高 7,473千円 　５       ────────── 　５       ──────────

※６       ────────── ※６  中間期末日満期手形

　中間期末日満期手形の会計処理につ

いては、当中間会計期間の末日は金融

機関の休日でしたが、満期日に決済が

行われたものとして処理しております。

当中間期末日満期手形の金額は、次の

とおりであります。

受取手形              11,204千円 

支払手形             123,783千円 

※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

仕入割引 14,880 千円 仕入割引 15,269 千円 仕入割引 29,374 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 1,780 千円 支払利息 1,256 千円

上場関連費用 19,755  

支払利息 2,987 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

保険解約返戻金 715 千円

建物売却益 38,274  

土地売却益 6,097  

保険解約返戻金 161 千円 保険解約返戻金 3,908 千円

建物売却益 38,274  

土地売却益 6,097  

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

投資有価証券

評価損

1,426千円

　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 5,848 千円

無形固定資産 1,618  

有形固定資産 5,041 千円

無形固定資産 7,703  

有形固定資産 11,379 千円

無形固定資産 9,322  

（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

該当事項はありません。
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①　リース取引

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．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、減損損失累計額相当

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、減損損失累計額相当

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、減損損失累計額相当

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）

工具器具備品 25,074 22,895 2,179

合計 25,074 22,895 2,179

 

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）

工具器具備品 2,819 1,691 1,127

合計 2,819 1,691 1,127

 

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）

工具器具備品 2,819 1,409 1,409

合計 2,819 1,409 1,409

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等

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等

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等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 1,091千円

１年超 1,347千円

合計 2,438千円

１年内 630千円

１年超 716千円

合計 1,347千円

１年内 591千円

１年超 1,042千円

合計 1,633千円

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額及び減損損失

支払リース料 2,963千円

減価償却費相当額 2,614千円

支払利息相当額 178千円

支払リース料 384千円

減価償却費相当額 281千円

支払利息相当額 97千円

支払リース料 3,661千円

減価償却費相当額 3,189千円

支払利息相当額 289千円

(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

(5）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

相当額と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

よっています。

(5）利息相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

同左

(6）減損損失について

リース資産に配分された減損損失はあ

りません。

(6）減損損失について

同左

(6）減損損失について

同左

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）

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 6,980円30銭

１株当たり中間純利益金額 420円20銭

１株当たり純資産額 863円85銭

１株当たり中間純利益金額 31円24銭

１株当たり純資産額 755円74銭

１株当たり当期純利益金額 95円30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、潜在株式が存在していな

いため記載しておりません。

同左   当社は、平成18年２月17日をもって普通株

式１株につき10株に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

た場合の前事業年度における１株当たり情報

については、以下のとおりとなります。

１株当たり純資産額             655円80銭

１株当たり当期純利益金額        57円30銭

　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、潜在株式が存在していな

いため記載しておりません。 

　（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（当期）純利益（千円） 75,650 61,625 172,991

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益（千円） 75,650 61,625 172,991

期中平均株式数（株） 180,032 1,972,077 1,815,123
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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）

（株式分割）

　平成18年１月17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２月17日をもって普通株式１株

につき10株に分割

(1）分割により増加する株式数

普通株式　　　1,647,000株

(2）分割方法

　平成18年２月16日午後５時現在の株主

名簿に記載ある株主の所有株式数を、１

株につき10株の割合をもって分割

２．配当起算日

平成17年10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。

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

698.03円 655.80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

42.02円 57.30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、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株当たり当

期純利益金額につ

いては、潜在株式

が存在しないため

記載しておりませ

ん。

──────

 

（公募増資） 

　当社株式は、平成18年５月16日に株式会社

ジャスダック証券取引所の承認を得て、平成

18年６月20日にジャスダック証券取引所に上

場しております。当社は上場にあたり平成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19日に払込が完了いた

しました。

　この結果、平成18年６月19日付で資本金は

291,000千円、発行済株式総数は2,080,000株

となっております。

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

250,000株

③ 発行価格 ：１株につき1,600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1,488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（１株に

つき112円）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1,190円

⑥ 資本組入額 ：１株につき744円

⑦ 発行価額の総額 ：297,500千円

⑧ 払込金額の総額 ：372,000千円

⑨ 資本組入額の総額 ：186,000千円

⑩ 払込期日 ：平成18年６月19日

⑪ 資金の使途 ：東京本社の移転及び情報シ

ステムの新規構築
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