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平成 19 年６月期  第１四半期財務・業績の概況（連結） 
   平成 18 年 11 月 14 日    

上場会社名 日本社宅サービス株式会社 （コード番号：8945 東証マザーズ）

（ＵＲＬ http://www.syataku.co.jp/）   

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長      笹 晃弘 ＴＥＬ：（03）-5229-8700 

責任者役職・氏名 常務取締役管理グループ長 池田彰二  

           
 
１．四半期連結財務情報の作成等に係る事項 

① 四半期連結財務諸表の作成基準 ： 中間連結財務諸表作成基準 

② 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 

③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 ： 無 

④ 会計監査人の関与 ： 有 

   四半期連結財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関す

る規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明

のための手続きを受けております。 

 

   なお、当社は平成 18 年６月期連結会計年度末より連結財務諸表を作成しているため、平成 18 年６月期第１

四半期連結会計期間については記載しておりません。また、平成 19 年６月期第１四半期の対前年第１四半期増

減率についても記載しておりません。 

 
２．平成 19 年６月期第１四半期財務・業績の概況（平成 18 年７月１日～平成 18 年９月 30 日） 
(1) 連結経営成績の進捗状況             （記載金額は百万円未満切捨て表示） 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      
四半期（当期） 
純 利 益       

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

19 年６月期第１四半期 1,385  － 48   － 49   － 18   －
18 年６月期第１四半期   －  －   －  －   －  －   －  －

(参考)18 年６月期 2,532   204    188         84     

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円    銭 円    銭

19 年６月期第１四半期 607  11 606  36 
18 年６月期第１四半期   －  －   －  －

(参考)18 年６月期 2,940    38 2,892    41 

 

［連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］ 
当第１四半期連結会計期間の経済環境については、原油価格高騰による世界経済の減速傾向により予断を許さな

い状況にあるものの、企業収益の改善や設備投資の増加等に支えられ、景気は回復を続けております。このような

経済環境において、景気回復を背景とした採用拡大で採用活動を有利に進めるため、社宅制度の整備を進める動き

も増えてきており、依然として企業の社宅管理業務のアウトソーシングニーズは高く、引き続き市場は拡大傾向に

あります。マンション管理事業においても、マンション管理適正化法の施行により既存マンションの委託先を見直

す動き等が拡大し、リプレイスの機会が増大すると共に、新規マンション販売戸数の増加に伴い市場は拡大傾向に

あります。 

このような状況の中、当社グループといたしましては、受託管理件数に比例して売上が増加するストックビジネ

スにより強固な収益基盤を擁する企業体を目指し、事業展開を図ってまいりました。社宅管理事務代行事業につい

ては、住宅制度コンサルテーションに注力し更に新規受託件数の増加を図り、社宅管理事務代行売上の増収を推進

してまいりました。一方、マンション・ビル管理事業につきましては、既存管理件数に一部解約があったものの新

規受託により件数が増加し、第１四半期連結会計期間末の受託管理件数は横ばいとなっております。 

これらの結果、当第１四半期連結会計期間における業績は、売上高1,385百万円、営業利益48百万円、経常利益49

百万円、四半期純利益18百万円となりました。 
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事業の種類別セグメント業績は、次の通りであります。 

 

①社宅管理事務代行事業  

社宅管理事務代行事業におきましては、社宅稼動件数の増加に伴い委託料収入が順調に増加し、当第１四半期 

連結会計期間の売上高は450百万円となりました。また、営業利益につきましては売上原価の削減効果もあり93百

万円となりました。 

 

②マンション・ビル管理事業 

マンション・ビル管理事業におきましては、当第１四半期連結会計期間の売上高は934百万円となりました。 

管理受託収入は前連結会計年度末に比較して、既存契約の一部解約による管理件数の減少があったものの新規

受託によりカバーいたしました。しかしながら、修繕工事収入につきましては、受注時期の遅れが発生し、売上

高及び利益の減少要因となりました。 

なお、販売費及び一般管理費にのれん償却額27百万円を計上しており、その結果、営業損失45百万円となりま

した。 

マンション・ビル管理事業につきましては、平成 18 年４月 10 日にダイワード株式会社を子会社化したことに伴

い、社宅管理事務代行事業に新たに加えたサービス事業になります。 
 

※なお、前第１四半期連結会計期間は連結財務諸表を作成していないため、前年同期との比較を行っておりません。

（以下「連結財務状態の変動状況に関する定性的情報等」においても同じであります。） 
 

(2) 連結財政状態の変動状況 

 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

19 年６月期第１四半期 4,349  1,176  26.8  39,352 62 
18 年６月期第１四半期 －    －      －   － － 

(参考)18 年６月期 4,223   1,178  27.5  39,419 44  

 
(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

 
営 業 活 動 に よ る         
キャッシュ・フロー

投 資 活 動 に よ る         
キャッシュ・フロー

財 務 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
期 末 残 高         

 百万円 百万円 百万円 百万円

19 年６月期第１四半期 △62  △6  9   1,003  
18 年６月期第１四半期 －  －  －   －  

(参考)18 年６月期 △15  △508  931   1,062  

 

［連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等］ 
当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比

べ 59 百万円減少し、1,003 百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりで

あります。 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

当第１四半期連結会計期間において、営業活動の結果使用した資金は 62 百万円となりました。これは主に税

金等調整前第 1 四半期純利益を 53 百万円計上したものの、営業立替金が 76 百万円及び法人税の支払が 47 百万

円増加したこと等によるものであります。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

当第１四半期連結会計期間において、投資活動の結果使用した資金は 6百万円となりました。これは主に社内

システムインフラの整備を目的とした有形固定資産の取得による支出 21 百万円等によるものであります。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

 当第１四半期連結会計期間において、財務活動により得られた資金は 9百万円となりました。これは主に配当

金の支払が 10 百万円、社債の償還による支出が 10 百万円となったものの、短期借入金の増加が 38 百万円とな

ったこと等によるものであります。 
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３．平成 19 年６月期の連結業績予想（平成 18 年７月１日～平成 19 年６月 30 日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

中  間  期 2,903  97  34  

通     期 5,836  261   118  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  3,950 円 64 銭 
 
 
[業績予想に関する定性的情報等] 
 

［業績予想に関する定性的情報等］ 
当社グループの今期の見通しにつきましては、社宅管理事務代行事業については、今後も住宅制度コンサルテ

ーションによる法人企業の問題解決に向けた提案力を充実する一方、受託件数の増加に対応する社宅管理システ

ムの拡充・改変のための設備投資、オペレーションセンター拡充のための体制整備を行なうことにより、業務基

盤の充実を図る予定であります。 

マンション・ビル管理事業におきましては、管理スタッフの育成や修繕工事部門の強化などに加え新しいサー

ビスの充実を図り、トータルファシリティサービス業務の基盤を充実してまいります。 

 

     以上の要因により、当連結会計年度の業績の見通しにつきましては、平成18年８月15日発表の中間期及び通期

の業績予想に変更はありません。  

 

※ 上記の業績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されたものであり、実際の業績

は今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
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４．四半期連結財務諸表 

（1）四半期連結貸借対照表 

  
当第１四半期連結会計期間末 

（平成18年９月30日） 

前連結会計年度 

要約連結貸借対照表 

（平成18年６月30日） 

区分 
注記

番号
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 ※２  1,103,205 1,156,988  

２．売掛金   170,835 145,054  

３．営業立替金   1,458,303 1,343,147  

４．たな卸資産   22,783 28,718  

５．その他   295,762 211,921  

貸倒引当金   △2,912 △2,807  

流動資産合計   3,047,978 70.1 2,883,023 68.3 

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※１  129,699 3.0 114,116 2.7 

２．無形固定資産    

(1)のれん  711,607 740,077  

(2)その他  132,340 126,652  

無形固定資産合計   843,947 19.4 866,730 20.5 

３．投資その他の資産    

     投資有価証券   212,254 214,440  

     その他   132,870 164,853  

貸倒引当金   △17,714 △19,207  

投資その他の資

産合計 
  327,411 7.5 360,085 8.5 

固定資産合計   1,301,058 29.9 1,340,932 31.7 

資産合計   4,349,037 100.0 4,223,956 100.0 
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当第１四半期連結会計期間末 

（平成18年９月30日） 

前連結会計年度 

要約連結貸借対照表 

（平成18年６月30日） 

区分 
注記

番号
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   425,608 393,703  

２．短期借入金   1,400,000 1,364,474  

３．一年以内償還予定

社債 
※２  160,000 20,000  

４．一年内返済予定長

期借入金 
  33,324 30,547  

５．未払金   192,829 262,989  

６．未払法人税等   53,295 55,400  

７．営業預り金   279,308 323,448  

８．賞与引当金   67,762 19,463  

９．役員賞与引当金   5,212 20,850  

10．その他   415,089 259,178  

流動負債合計   3,032,430 69.7 2,750,054 65.1 

Ⅱ 固定負債    

 １．社債 ※２  － 150,000  

 ２．長期借入金   16,690 25,021  

 ３．退職給付引当金   123,594 120,687  

 ４．その他   269 143  

   固定負債合計   140,553 3.3 295,851 7.0 

負債合計   3,172,983 73.0 3,045,906 72.1 

     

（純資産の部）    

 Ⅰ  株主資本    

１．資本金   602,917 13.8 602,917 14.3 

２．資本剰余金   350,166 8.1 350,166 8.3 

３．利益剰余金   221,224 5.1 218,023 5.1 

 株主資本合計   1,174,307 27.0 1,171,106 27.7 

Ⅱ 評価・換算差額等    

  １．その他有価証券評

価差額金 
  △10,411 △0.3 △9,900 △0.2 

評価・換算差額等合 

計 
  △10,411 △0.3 △9,900 △0.2 

Ⅲ  少数株主持分   12,157 0.3 16,843 0.4 

純資産合計   1,176,053 27.0 1,178,049 27.9 

負債純資産合計   4,349,037 100.0 4,223,956 100.0 
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（2）四半期連結損益計算書 

  

当第１四半期連結会計期間 

（自 平成18年７月１日 

    至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 

要約損益計算書 

（自 平成17年７月１日 

    至 平成18年６月30日） 

区分 
注記

番号
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比 

（％） 

Ⅰ 売上高   1,385,482 100.0 2,532,885 100.0 

Ⅱ 売上原価   1,142,854 82.5 1,852,983 73.2 

売上総利益   242,628 17.5 679,902 26.8 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  194,573 14.0 475,034 18.7 

営業利益   48,054 3.5 204,867 8.1 

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  48 566  

 ２．受取配当金  61 416  

 ３．解約保険返戻金  2,993 8,951  

 ４．雑収入  951 4,054 0.3 2,438 12,373 0.5 

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  1,352 885  

２．新株発行費償却  － 7,017  

３．株式公開費用  － 18,624  

４．投資組合出資損失  985 －  

５．その他  472 2,810 0.2 1,985 28,512 1.1 

経常利益   49,297 3.6 188,729 7.5 

 Ⅵ  特別利益    

 １．投資有価証券売却益  2,825 －  

 ２．貸倒引当金戻入  1,517 4,343 0.3 － － － 

Ⅶ 特別損失    

 １．固定資産除却損 ※２ － 6,642  

２．過年度給料手当  － 7,454  

３．前期損益修正損  634 634 0.1 － 14,096 0.6 

税引前第１四半

期(当期)純利益 
  53,006 3.8 174,632 6.9 

法人税、住民税及

び事業税 
 50,589 94,049  

法人税等還付額  △2,844 －  

法人税等調整額  △9,551 38,193 2.7 4,217 98,267 3.9 

少数株主損失   △3,330 △0.2 △8,514 △0.4 

第１四半期(当

期)純利益 
    18,143 1.3    84,879 3.4 
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（3）四半期連結株主資本等変動計算書 
当第１四半期連結会計期間（自 平成18年７月１日 至 平成18年９月30日） 

 株主資本 
評価・換算

差額等 

 資本金 
資本 

剰余金 

利益 

剰余金 

株主資本 

合計 

その他有価

証券評価 

差額金 

少数株主

持分 

純資産 

合計 

平成18年６月30日残高

（千円）  
602,917 350,166 218,023 1,171,106 △9,900 16,843 1,178,049 

当第１四半期連結会計

期間中の変動額 
       

  剰余金の配当   △14,942 △14,942   △14,942 

  当第１四半期純利益   18,143 18,143   18,143 

  株主資本以外の項目

の当第１四半期連結

会計期間中の変動額

（純額） 

     △511 △4,686 △5,197 

当第１四半期連結会計

期間中の変動額合計

（千円） 

－ － 3,201 3,201 △511 △4,686 △1,996 

平成18年９月30日残高

（千円） 
602,917 350,166 221,224 1,174,307 △10,411 12,157 1,176,053 

 

 
前連結会計年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日） 

 株主資本 
評価・換算

差額等 

 資本金 
資本 

剰余金 

利益 

剰余金 

株主資本 

合計 

その他有価

証券評価 

差額金 

少数株主

持分 

純資産 

合計 

平成17年７月１日残高

（千円） （注） 
448,500 123,250 144,411 716,161 3,196 － 719,358 

連結会計年度中の変動

額 
       

新株の発行 154,417 226,916  381,333    381,333 

  剰余金の配当    △11,268 △11,268    △11,268 

  当期純利益    84,879 84,879    84,879 

  株主資本以外の項目

の連結会計年度中の

変動額（純額） 

     △13,097 16,843 3,746 

連結会計年度中の変動

額合計（千円） 
154,417 226,916 73,611 454,944 △13,097 16,843 458,691 

平成18年６月30日残高

（千円） 
602,917 350,166 218,023 1,171,106 △9,900 16,843 1,178,049 

（注）当連結会計年度より連結財務諸表を作成しておりますので、期首の残高を記載しております。 



 
 

8

（4）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  
当第１四半期連結会計期間 

（自 平成18年７月１日 
 至 平成18年９月30日）

前連結会計年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日）

区分 
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前第１四半期（当期）純利

益 
 53,006 174,632 

減価償却費  6,967 23,320 

のれん償却額  27,114 21,351 

繰延資産償却額  － 7,017 

貸倒引当金の増減額  △1,388 396 

賞与引当金の増減額  48,299 △27,281 

役員賞与引当金の増減額  △15,637 3,780 

退職給付引当金の増減額  2,907 2,410 

受取利息及び受取配当金  △109 △983 

支払利息  3,320 6,716 

株式公開費用  － 18,624 

投資組合出資損失  985 － 

固定資産除却損  － 6,642 

売上債権の増減額  △25,780 47,134 

仕入債務の増減額  31,904 △11,053 

営業立替金の増減額  △76,034 △212,710 

たな卸資産の増減額  5,935 △3,413 

前受金の増減額  18,066 25,535 

営業預り金の増減額  △44,139 65,656 

その他  △46,653 △23,466 

小計  △11,234 124,307 

利息及び配当金の受取額  102 981 

利息の支払額  △3,020 △6,483 

法人税等の支払額  △47,926 △133,854 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △62,078 △15,049 
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当第１四半期連結会計期間 

（自 平成18年７月１日 

 至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の預入による支出  △5,701 △6,305 

有形固定資産の取得による支出  △21,162 △53,228 

無形固定資産の取得による支出  △6,812 △64,112 

有形固定資産の除却による支出  － △1,813 

投資有価証券の取得による支出  △3,471 △211,985 

新規連結子会社の株式取得による支

出 
※２ － △164,445 

その他  30,293 △6,199 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △6,854 △508,090 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純増減額  38,302 594,962 

長期借入金の返済による支出  △8,331 △8,331 

社債の償還による支出  △10,000 － 

新株の発行による収入  － 374,316 

株式公開に伴う支出  － △18,624 

配当金の支払額  △10,522 △11,268 

財務活動によるキャッシュ・フロー  9,449 931,055 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  － － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  △59,484 407,915 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,062,574 654,658 

Ⅶ 現金及び現金同等物の第１四半期末（期

末）残高 
※１ 1,003,089 1,062,574 
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（5）注記事項等        
四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

１．連結の範囲に関する事項 子会社は全て連結しております。 

連結子会社の数 １社 

連結子会社の名称 

   ダイワード株式会社 

 

子会社は全て連結しております。 

連結子会社の数 １社 

連結子会社の名称 

   ダイワード株式会社 

ダイワード㈱は平成18年４月10日の株式

取得に伴い、当連結会計年度より連結の

範囲に含めております。なお、みなし取

得日を平成18年３月31日としたため、平

成18年４月１日より平成18年６月30日ま

での３か月間の損益計算書及び平成18年

６月30日現在の貸借対照表を連結してお

ります。 
 

２．持分法の適用に関する事
  項 

該当事項はありません。 同左 

３．連結子会社の四半期決算
日（事業年度）等に関す
る事項 

連結子会社の四半期決算日は、四半期連
結決算日と一致しております。 

連結子会社の決算日は、連結決算日と一
致しております。 

４．会計処理基準に関する事
項 

(1)重要な資産の評価基準および評価方法 
①有価証券 

 その他有価証券 

時価のあるもの 

第１四半期連結決算日の市場価格

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。 

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。なお、投資事業有限責任

組合及びそれに類する組合への出資

については、組合契約に規定される決

算報告日におい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。 

 

②たな卸資産 

商品・仕掛品 

主として個別法に基づく原価法を

採用しております。 

貯蔵品 

最終仕入原価法に基づく原価法を

採用しております。 
 

(1)重要な資産の評価基準および評価方法 
①有価証券 

 その他有価証券 

時価のあるもの 

連結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。 

 

時価のないもの 

同左 

 

 

②たな卸資産 

商品・仕掛品 

同左 

貯蔵品 

同左 
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項目 
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年７月１日 
 至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

 

(2)重要な減価償却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。 

 ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物（附属設備を除く）については

定額法によっております。 
なお、取得価額10万円以上20万円未満

の少額減価償却資産については、支出時
に費用処理しております。 

 

(2)重要な減価償却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 

   定額法を採用しております。 

   なお、自社利用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 

 

 (3)重要な引当金の計上基準 

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。 

 

②賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備えるため、当

第１四半期連結会計期間に負担すべき支

給見込額を計上しております。  

 

③役員賞与引当金 

役員賞与の支給に備えるため、当第１

四半期連結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。  

 

④退職給付引当金 

連結子会社について、従業員の退職給

付に備えるため、退職給付会計に関する

実務指針（会計制度委員会報告第13号）

に定める簡便法に基づき、退職金規程に

よる当第１四半期連結会計期間末自己都

合要支給額を計上しております。 

 

(3)重要な引当金の計上基準 

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、当

連結会計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 

  役員賞与の支給に備えるため、支給見

込額を計上しております。 

 

 

 

④退職給付引当金 

連結子会社について、従業員の退職給

付に備えるため、退職給付会計に関する

実務指針（会計制度委員会報告第13号）

に定める簡便法に基づき、退職金規程に

よる連結会計年度末自己都合要支給額を

計上しております。 

 
 (4)重要な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)重要なリース取引の処理方法 

同左 
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項目 
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年７月１日 
 至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

 (5)その他四半期連結財務諸表作成のため

の重要な事項 

消費税等の会計処理 

  税抜方式によっております。 

 

(5)その他連結財務諸表作成のための重要

な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しております。

 

同左 

６．のれんの償却に関する事

項 

のれんについては、７年間で償却してお

ります。 

同左 

７．四半期連結キャッシュ・

フロー計算書（連結キャ

ッシュ・フロー計算書）

における資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３か月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 

 

同左 

 
 

注記事項 

（四半期連結貸借対照表関係） 

当第１四半期連結会計期間 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（平成18年６月30日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 
103,425千円 

 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 
97,845千円 

 

※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。

    定期預金        65,004千円 

   担保付債務は次のとおりであります。 

    一年以内償還予定社債 140,000千円 

 

 

※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。

    定期預金        60,503千円 

   担保付債務は次のとおりであります。 

    一年以内償還予定社債  20,000千円 

    社債          150,000千円 

 

３．偶発債務 

   当社が使用する業務用ソフトウェアの開発委託

契約に関連し、ソフトウェアの開発委託先から平成

16年３月９日付けで151,147千円の損害賠償請求訴

訟が提起され、現在係争中であります。 

   当社はこれに対し、何ら根拠なきものとして請求

棄却を求めるとともに、開発委託先に対し、債務不

履行による損害賠償の支払いを求め、平成16年５月

26日付けで反訴を提起いたしました。 

 

３．偶発債務 

同左 
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（四半期連結損益計算書関係） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金
額は次のとおりであります。 

    役員報酬         32,659千円 
    給料手当         40,566千円 
    賞与引当金繰入額      8,289千円 
    役員賞与引当金繰入額   5,212千円 
    のれん償却額       27,146千円 
    退職給付費用      1,023千円 
 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金
額は次のとおりであります。 

    役員報酬         91,295千円 
    給料手当         90,539千円 
    賞与引当金繰入額      4,315千円 
    役員賞与引当金繰入額  20,850千円 
    のれん償却額       21,351千円 

退職給付費用      4,888千円 
 

※２．              ※２．固定資産除却損は、建物6,500千円、工具器具備品

141千円であります。 
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（四半期連結株主資本等変動計算書関係） 

当第１四半期連結会計期間（自平成 18 年７月１日 至平成 18 年９月 30 日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項            （単位：株） 

 
前連結会計年度末 

株式数 

当第１四半期 

連結会計期間 

増加株式数 

当第１四半期 

連結会計期間 

減少株式数 

当第１四半期 

連結会計期間末 

株式数 

発行済株式   

普通株式  29,885 － － 29,885

合 計 29,885 － － 29,885

（注）当第１四半期連結会計期間末までに取得および保有している自己株式はありません。 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権

の目的とな

る株式の種

類 

前連結会計

期間末 

当第１四半

期連結会計

期間増加 

当第１四半

期連結会計

期間減少 

当第１四半

期連結会計

期間末 

当第１四半

期連結会計

期間末残高

（千円） 

提出会社 

（親会社） 
第１回新株予約権 普通株式 40 － － 40 －

 第２回新株予約権 普通株式 588 － 24 564 －

 第３回新株予約権 普通株式 27 － 3 24 －

 第４回新株予約権 普通株式 264 － 6 258 －

合計  919 － 33 886 －

連結子会社 － － － － － － －

合計 － 919 － 33 886 －

（注） １．当第１四半期連結会計期間の減少は、すべて新株予約権の失効によるものであります。 

２．第１回新株予約権は権利行使可能なものであり、その他の新株予約権は権利行使可能な期間が到来して

おらず、権利行使不可能なものであります。 

 

３．配当に関する事項 

(1)配当金の支払 

決議 株式の種類 配当金の総額 
１株当たり 

配当額 
基準日 効力発生日 

平成18年９月28日 

定時株主総会 
普通株式 14,942 千円 500 円 平成 18 年６月 30 日 平成 18 年９月 29 日 

 

(2)基準日が当第１四半期連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が第１四半期連結会計期間後となる 

もの 

    該当事項はありません。 
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前連結会計年度（自平成 17 年７月１日 至平成 18 年６月 30 日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 当連結会計年度 

期首株式数 

（株） 

当連結会計年度 

増加株式数 

（株） 

当連結会計年度 

減少株式数 

（株） 

当連結会計年度末 

株式数 

（株） 

発行済株式   

普通株式  8,735 21,150 － 29,885

合計 8,735 21,150 － 29,885

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加 21,150 株は、株式上場に伴う有償一般募集による新株の発行 1,000 株、

平成 18 年１月 18 日をもって普通株式 1株につき３株の割合で株式分割を行ったことによる株式数の増加

19,470 株および新株予約権の権利行使による新株の発行 680 株によるものであります。 

２．当連結会計年度末までに取得および保有している自己株式はありません。 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約

権の目的

となる株

式の種類 

当連結会計

年度期首 

当連結会計

年度増加 

当連結会計

年度減少 

当連結会計

年度末 

当連結会

計年度末

残高 

（千円）

提出会社 

（親会社） 

ストック・オプションとし

ての新株予約権 
－ － － － － －

連結子会社 － － － － － － －

合計 － － － － － －

 

３．配当に関する事項 

(1)配当金の支払 

決議 株式の種類 配当金の総額 
１株当たり 

配当額 
基準日 効力発生日 

平成17年９月28日 

定時株主総会 
普通株式 11,268 千円 1,290 円 平成 17 年６月 30 日 平成 17 年９月 29 日 

(2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

決議 株式の種類 
配当金の 

総額 
配当の原資

１株当たり

配当額 
基準日 効力発生日 

平成18年９月28日 

定時株主総会 
普通株式 14,942 千円 利益剰余金 500 円 平成 18年６月 30日 平成 18年９月 29日 

 

 



 
 

16

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成18年９月30日現在）

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成18年６月30日現在）

現金及び預金勘定    1,103,205千円 

預入期間が３ヶ月を 

超える定期預金     △100,116千円 

現金及び現金同等物   1,003,089千円 

現金及び預金勘定     1,156,988千円 

預入期間が３ヶ月を 

超える定期預金       △94,414千円 

現金及び現金同等物    1,062,574千円 

  

※２               

 

※２ 株式の取得により新たに連結子会社となった

会社の資産及び負債の主な内訳 

株式の取得により新たにダイワード株式会社

を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負

債の内訳並びにダイワード株式会社株式の取得

価額とダイワード株式会社株式取得のための支

出との関係は次のとおりであります。 

流動資産 1,042,735千円 

固定資産 234,109千円 

のれん 761,429千円 

流動負債 △845,152千円 

固定負債 △368,570千円 

少数株主持分  △25,358千円 

ダイワード㈱株式の

取得価額 

799,192千円 

ダイワード㈱の現金

及び現金同等物 

△634,747千円 

差引：ダイワード㈱株式取得のための支出 

 164,445千円 
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（リース取引関係） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30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 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び第１四半期末残高相当額 

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） 

第１四半
期末残高
相当額 
（千円）

工具器具備品 90,014 66,471 23,542

ソフトウェア 28,656 23,522 5,133

合計 118,670 89,993 28,676

    

 

 
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 90,014 61,700 28,314

ソフトウェア 28,656 22,090 6,565

合計 118,670 83,790 34,879

  

２．未経過リース料第１四半期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額 

 

１年内 20,055千円 

１年超 9,868千円  

合計 29,923千円 

  

 

１年内 23,669千円 

１年超 12,749千円  

合計 36,419千円 

  

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

 

支払リース料 6,730千円 

減価償却費相当額 6,203千円 

支払利息相当額 235千円 

  

 

支払リース料 33,644千円 

減価償却費相当額 31,454千円 

支払利息相当額 1,195千円 

  

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 

 

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、利息法によっております。 

 

５．利息相当額の算定方法 

同左 
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（有価証券関係） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

当第１四半期連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（平成18年６月30日） 

 種類 
取得原価 
（千円） 

四半期連結
貸借対照表
計上額 
（千円） 

差額 
（千円） 

取得原価 
（千円） 

連結貸借対
照表計上額 
（千円） 

差額 
（千円） 

(1）株式 7,323 13,825 6,501 7,542 12,814 5,271

(2）債券   

① 国債・地方債等 － － － － － －

② 社債 － － － － － －

③ その他 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

連結貸借対照表
計上額が取得原
価を超えるもの 

小計 7,323 13,825 6,501 7,542 12,814 5,271

(1）株式 103,825 80,392 △23,433 103,539 82,253 △21,286

(2）債券   

① 国債・地方債等 － － － － － －

② 社債 － － － － － －

③ その他 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

連結貸借対照表
計上額が取得原
価を超えないも
の 

小計 103,825 80,392 △23,433 103,539 82,253 △21,286

合計 111,148 94,217 △16,931 111,081 95,067 △16,014

  
２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

当第１四半期連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度 

（平成18年６月30日） 
 

四半期連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

   非上場株式 19,350 19,700 

   投資事業組合への出資金 98,687 99,672 

 
（デリバティブ取引関係） 

当第１四半期連結会計期間、前連結会計年度のいずれにおいても、当社グループは、デリバティブ取引を全くお

こなっておりませんので、該当事項はありません。 
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（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

当第１四半期連結会計期間（自 平成 18 年７月１日 至 平成 18 年９月 30 日） 

連結子会社は退職金規程に基づく社内積立の退職一時金制度を設けております。 

 

前連結会計年度（自 平成 17 年７月１日 至 平成 18 年６月 30 日） 

連結子会社は退職金規程に基づく社内積立の退職一時金制度を設けております。 

 

２．退職給付債務に関する事項 

 当第１四半期連結会計期間末 
（平成 18 年９月 30 日現在） 

前連結会計年度 

（平成 18 年６月 30 日現在） 

退職給付債務（千円） △123,594 △120,687 

退職給付引当金（千円） △123,594 △120,687 

  なお、連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり簡便法を採用しております。 

 

３．退職給付費用に関する事項 

 当第１四半期連結会計期間 
（自 平成 17 年７月１日 

  至 平成 18 年９月 30 日) 

前連結会計年度 

（自 平成 17 年７月１日 

   至 平成 18 年６月 30 日）

退職給付費用（千円） 1,023 4,888 

勤務費用（千円） 1,023 4,888 

  なお、連結子会社は、退職給付費用の算定にあたり簡便法を採用しております。 
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（ストック･オプション等関係） 

当第１四半期連結会計期間（自 平成 18 年７月１日 至 平成 18 年９月 30 日） 

 当第１四半期連結会計期間中に付与しておりませんので、該当事項はありません。 

 

前連結会計年度（自 平成 17 年７月１日 至 平成 18 年６月 30 日） 

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(１)ストック・オプションの内容 

 平成 14 年ストック・オプション 平成 17 年ストック・オプション① 

付与対象者の区分及び数 当社取締役４名 
当社取締役５名、当社監査役３名 

当社従業員 78 名 

ストックオプション数

（注） 
普通株式 2,400 株 普通株式 607 株 

付与日 平成 14 年６月 30 日 平成 17 年 11 月 14 日 

権利確定条件 特に付されておりません。 特に付されておりません。 

対象勤務期間 特に定めはありません。 特に定めはありません。 

権利行使期間 
自 平成 14 年７月 １日 
至 平成 19 年６月 20 日 

自 平成 19 年 10 月 1 日 
至 平成 27 年９月 27 日 

 

 平成 17 年ストック・オプション② 平成 17 年ストック・オプション③ 

付与対象者の区分及び数 当社従業員９名 
当社取締役５名、当社監査役１名 

当社従業員 20 名 

ストックオプション数

（注） 
普通株式 27 株 普通株式 264 株 

付与日 平成 18 年２月 14 日 平成 18 年６月 28 日 

権利確定条件 特に付されておりません。 特に付されておりません。 

対象勤務期間 特に定めはありません。 特に定めはありません。 

権利行使期間 
自 平成 19 年 10 月 1 日 
至 平成 27 年９月 27 日 

自 平成 19 年 10 月 1 日 
至 平成 27 年９月 27 日 

（注）上記表に記載された株式数は、平成 18 年１月 18 日付株式分割（株式 1 株につき３株）による分割後

の株式数に換算して記載しております。 
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(２)ストック･オプションの規模及びその変動状況 

  当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数につい

ては、株式数に換算して記載しております。 

①ストック・オプションの数 

 平成 14 年ストッ

ク・オプション 

平成 17 年ストッ

ク・オプション①

平成 17 年ストッ

ク・オプション② 

平成 17 年ストッ

ク・オプション③

権利確定前 （株）     

 当連結会計年度期首 － － － － 

 付与 － 607 27 264 

 失効 － 19 － － 

 権利確定 － － － － 

 未確定残 － 588 27 264 

権利確定後 （株）     

 当連結会計年度期首 720 － － － 

 権利確定 － － － － 

 権利行使 680 － － － 

 失効 － － － － 

 未行使残 40 － － － 

（注）上記表に記載された株式数は、平成 18 年１月 18 日付株式分割（株式 1 株につき３株）による分割後

の株式数に換算して記載しております。 

 

②単価情報 

 平成 14 年ストッ

ク・オプション 

平成 17 年ストッ

ク・オプション①

平成 17 年ストッ

ク・オプション② 

平成 17 年ストッ

ク・オプション③

権利行使価格   (円) 16,667 291,000 281,983 304,250 

行使時平均株価 (円) 281,000 － － － 

公正な評価単価(付与

日)            (円) 
－ － － － 

（注）上記表に記載された株式数は、平成 18 年１月 18 日付株式分割（株式 1 株につき３株）による分割後

の株式数に換算して記載しております。 
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（セグメント情報） 

（１）事業の種類別セグメント情報 

当第１四半期連結会計期間（自 平成 18 年７月１日 至 平成 18 年９月 30 日） 

（単位：千円） 

 社宅管理事務

代行事業 

マンション・

ビル管理事業
計 

消去又は 

全社 
連結 

Ⅰ 売上高及び営業損益      

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 450,811 934,670 1,385,482 － 1,385,482 

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 

－ － － － － 

計 450,811 934,670 1,385,482 － 1,385,482 

営業費用 357,615 979,813 1,337,428 － 1,337,428 

営業利益（又は損失） 93,196 △45,142 48,054 － 48,054 

（注）１．事業区分の方法 

     事業は、事業の種類の類似性を考慮して区分しております。 

２．各事業区分に属する主要な事業 

事業区分 主要サービス 

社宅管理事務代行事業 社宅管理事務代行、システム開発他 

マンション・ビル管理事業 マンション・ビル管理、室内リフォーム他 

   

前連結会計年度（自 平成 17 年７月１日 至 平成 18 年６月 30 日） 

（単位：千円） 

 社宅管理事務

代行事業 

マンション・

ビル管理事業
計 

消去又は 

全社 
連結 

Ⅰ 売上高及び営業損益      

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 1,627,284 905,600 2,532,885 － 2,532,885 

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 

－ － － － － 

計 1,627,284 905,600 2,532,885 － 2,532,885 

営業費用 1,380,787 947,230 2,328,017 － 2,328,017 

営業利益（又は損失） 246,497 △41,629 204,867 － 204,867 

（注）１．事業区分の方法 

     事業は、事業の種類の類似性を考慮して区分しております。 

２．各事業区分に属する主要な事業 

事業区分 主要サービス 

社宅管理事務代行事業 社宅管理事務代行、システム開発他 

マンション・ビル管理事業 マンション・ビル管理、室内リフォーム他 

 

(２)所在地別セグメント情報 

当第１四半期連結会計期間（自 平成 18 年７月１日 至 平成 18 年９月 30 日） 

本邦以外の国、または地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

前連結会計年度（自 平成 17 年７月１日 至 平成 18 年６月 30 日） 

本邦以外の国、または地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

(３)海外売上高 

当第１四半期連結会計期間（自 平成 18 年７月１日 至 平成 18 年９月 30 日）  

海外売上高がないため、該当事項はありません。  

 

前連結会計年度（自 平成 17 年７月１日 至 平成 18 年６月 30 日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

 

１株当たり純資産額 39,352.62円 

１株当たり第１四半期純利益
金額 

607.11円 

潜在株式調整後１株当たり第
１四半期純利益金額 

606.36円 

  

 

１株当たり純資産額 39,419.44円 

１株当たり当期純利益金額 2,940.38円 

潜在株式調整後１株当たり当
期純利益金額 

2,892.41円 

  
    

（注）１株当たり第１四半期（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり第１四半期（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。 

 
当第１四半期連結会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

第１四半期（当期）純利益（千円） 18,143 84,879 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る第１四半期（当期）純利益
（千円） 

18,143 84,879 

期中平均株式数（株） 29,885 28,867 

普通株式増加数（株） 36 478 

 （うち新株予約権） (36) (478) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり第１四半期（当期）純利益の算定

に含めなかった潜在株式の概要 

平成17年９月28日定時株主総

会において決議された新株予約

権846個（普通株式846株） 

平成17年９月28日定時株主総

会において決議された新株予約

権879個（普通株式879株） 
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（重要な後発事象） 
当第１四半期連結会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

                  

 

１．取締役及び監査役に対するストックオプション（新

株予約権）の発行について 

当社は、平成18年９月28日開催の第８期定時株主総

会において、会社法第361条に基づき、当社取締役及

び監査役に対し報酬として新株予約権を付与するこ

とを決議いたしました。 

(1) 発行する新株予約権の数 

  取締役に対し498個、監査役に対し102個を上限

とする。 

(2) 新株予約権の目的となる株式の種類および数 

当社普通株式600株を１年間の上限とする。 

(3) 新株予約権の発行価額 

付与日においてブラック・ショールズ・モデル

により算定した価額とする。 

 

                  

 

２．従業員等に対するストックオプション（新株予約権）

の発行について 

当社は、平成18年９月28日開催の第８期定時株主総

会において、会社法第236条、第238条及び第239条に

基づき、当社従業員及び当社子会社の役員及び従業員

に対し特に有利な条件で新株予約権を付与すること

を決議いたしました。 

(1) 発行する新株予約権の数 

900個を上限とする。 

(2) 新株予約権の目的となる株式の種類および数 

当社普通株式900株を１年間の上限とする。 

(3) 新株予約権の発行価額 

無償とする。 
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５．生産・受注及び販売の状況 
（1）生産実績 

当第１四半期連結会計期間（自平成 18 年７月１日 至平成 18 年９月 30 日） 

該当事項はありません。 

 

前連結会計年度（自 平成 17 年７月１日 至 平成 18 年６月 30 日） 

該当事項はありません。 

 

（2）受注実績 

当第１四半期連結会計期間（自平成 18 年７月１日 至平成 18 年９月 30 日） 

該当事項はありません。 

 

前連結会計年度（自 平成 17 年７月１日 至 平成 18 年６月 30 日） 

該当事項はありません。 

 

（3）販売実績 

  (単位：千円)   

事業の種類別セグメント 
の名称 

当第１四半期連結会計期間

(自 平成18年７月１日 

至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 

（自 平成17年７月１日 

    至 平成18年６月30日） 

社宅管理事務代行 440,036 1,588,716 

システム導入 5,000 21,176 

その他 5,775 17,392 

社宅管理
事務代行
事業 

小計 450,811 1,627,284 

マンション・ビル管理事業 934,670 905,600 

合計 1,385,482 2,532,885 

   （注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

26

 
平成 19 年６月期  第１四半期財務・業績の概況（個別） 

  平成 18 年 11 月 14 日     

上場会社名 日本社宅サービス株式会社 （コード番号：8945 東証マザーズ）

（ＵＲＬ http://www.syataku.co.jp/）   

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長      笹 晃弘         
責任者役職・氏名 常務取締役管理グループ長 池田彰二 ＴＥＬ：（03）5229-8700 

           
 
１．四半期財務情報の作成等に係る事項 

① 四半期財務諸表の作成基準 ： 中間財務諸表作成基準 

② 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 

③ 会計監査人の関与 ： 有 

   四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規

則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のた

めの手続きを受けております。 

 
２．平成 19 年６月期第１四半期財務・業績の概況（平成 18 年７月１日～平成 18 年９月 30 日） 

(1) 経営成績の進捗状況                  （記載金額は百万円未満切捨て表示） 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      
四半期（当期） 
純 利 益       

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

19 年６月期第 1四半期 450  16.8 93    8.8  92   48.6  51  54.2 
18 年６月期第 1四半期 385    ―  85    ― 62    ―  33   ― 

(参考)18 年６月期 1,627  18.9 246  27.7 219  14.1  115  2.8 

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当た

り四半期（当期）純利益
 円    銭 円    銭

19 年６月期第 1四半期 1,733  27   1,731  13 
18 年６月期第 1四半期 3,708   21 3,616   81 

(参考)18 年６月期 3,986  42 3,921  38 

（注）①売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。なお、平成 18        

年６月期第１四半期については、平成 17 年６月期第１四半期に四半期財務諸表を作成していないため、各

項目の対前年同四半期増減率については記載を省略しております。 

       ②平成 18 年１月 18 日付けをもって、１株につき３株の割合で株式分割を行っております。 

 
(2) 財政状態の変動状況 

 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

19 年６月期第 1四半期 3,167 1,227 38.8 41,081    60 
18 年６月期第 1四半期 2,591 1,111 42.9 114,189    53 

(参考)18 年６月期 2,965 1,191 40.2 39,872   67 

 
３．平成 19 年６月期の業績予想（平成 18 年７月 1日～平成 19 年６月 30 日） 

 売上高 経常利益 当期純利益

 百万円 百万円 百万円

中  間  期 861 77 40

通     期 2,001 260 141

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 5,027 円 32 銭 
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４．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６月期 ―     0 00 ― 500 00 ― 500 00 

19 年６月期（実績） ―    ― ― ― ― ― 

19 年６月期（予想） ― ― ― 500 00 ― 500 00 

(注)配当支払開始日 平成－年－月－日 

  

なお、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与える不確定要因に関しての仮

定を前提としており、実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。
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５．四半期財務諸表 

（1）四半期貸借対照表 

  
前第１四半期会計期間末 

（平成17年９月30日） 

当第１四半期会計期間末 

（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６月30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  1,386,332 479,764  428,127 

２．売掛金  30,922 45,828  30,571 

３．営業立替金  985,068 1,405,569  1,295,490  

４．たな卸資産  14,466 18,797  18,983 

５．その他  38,108 48,471  41,536 

貸倒引当金  △1,015 △1,451  △1,322 

流動資産合計   2,453,882 94.7 1,996,980 63.1  1,813,388 61.2

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産 ※１ 63,528 2.4 76,974 2.4 61,012 2.1

２．無形固定資産  28,568 1.1 48,145 1.5 42,299 1.4

３．投資その他の資産     

 (1)投資有価証券  － 206,182  208,327 

(2)関係会社株式  － 799,192  799,192 

 (3)その他  － 39,680  40,994 

投資その他の資産 

合計 
 45,687 1.8 1,045,055 33.0 1,048,514 35.3

固定資産合計   137,785 5.3 1,170,175 36.9  1,151,826 38.8

資産合計   2,591,667 100.0 3,167,155 100.0  2,965,215 100.0
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前第１四半期会計期間末 

（平成17年９月30日） 

当第１四半期会計期間末 

（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６月30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  1,067,696 1,400,000  1,264,474 

２．未払金  106,695 110,861  112,396 

３．未払法人税等  27,593 51,650  53,696 

４．営業預り金  205,814 279,308  255,909 

５．賞与引当金  27,718 31,529  8,057 

６．役員賞与引当金  － 5,212  20,850 

７．その他 ※２ 42,355 60,869  58,234 

流動負債合計   1,477,873 57.0 1,939,432 61.2  1,773,620 59.8

Ⅱ 固定負債   2,159 0.1 － －  － －

負債合計   1,480,032 57.1 1,939,432 61.2  1,773,620 59.8

     

（資本の部）     

Ⅰ 資本金   597,250 23.1 － －  － －

Ⅱ 資本剰余金     

 １．資本準備金  344,500 －  － 

  資本剰余金合計   344,500 13.3 － －  － －

Ⅲ 利益剰余金     

 １．第１四半期未処分

利益 
 166,743 －  － 

  利益剰余金合計   166,743 6.4 － －  － －

Ⅳ その他有価証券評価

差額金 
  3,141 0.1 － －  － －

資本合計   1,111,635 42.9 － －  － －

負債・資本合計   2,591,667 100.0 － －  － －
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前第１四半期会計期間末 

（平成17年９月30日） 

当第１四半期会計期間末 

（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６月30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） 

注記番号 

構成比

（％）

（純資産の部）     

 Ⅰ  株主資本     

１．資本金   － － 602,917 19.0  602,917 20.3

２．資本剰余金     

(1)資本準備金  － 350,166  350,166 

資本剰余金合計   － － 350,166 11.1  350,166 11.8

３．利益剰余金     

(1)その他利益剰余 

 金 
    

  繰越利益剰余金  － 285,075  248,218 

  利益剰余金合計   － － 285,075 9.0  248,218 8.4

 株主資本合計   － － 1,238,158 39.1  1,201,302 40.5

Ⅱ 評価・換算差額等     

  １．その他有価証券評

価差額金 
  － △10,435   △9,707

評価・換算差額等合 

計 
  － － △10,435 △0.3  △9,707 △0.3

純資産合計   － － 1,227,723 38.8  1,191,594 40.2

負債純資産合計   － － 3,167,155 100.0  2,965,215 100.0
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（2）四半期損益計算書 

  

前第１四半期会計期間 

（自 平成17年７月１日 

    至 平成17年９月30日） 

当第１四半期会計期間 

（自 平成18年７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７月１日 

    至 平成18年６月30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   385,851 100.0 450,811 100.0  1,627,284 100.0

Ⅱ 売上原価   214,891 55.7 261,373 58.0  1,004,997 61.8

売上総利益   170,959 44.3 189,438 42.0  622,286 38.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費   85,262 22.1 96,241 21.3  375,789 23.0

営業利益   85,697 22.2 93,196 20.7  246,497 15.2

Ⅳ 営業外収益   91 0.0 226 0.0  543 0.0

Ⅴ 営業外費用 ※１  23,762 6.1 1,240 0.3  27,713 1.7

経常利益   62,026 16.1 92,182 20.4  219,327 13.5

 Ⅵ  特別利益   126 0.0 － －  － －

Ⅶ 特別損失 ※２  5,154 1.3 － －  6,642 0.4

税引前第１四半

期(当期)純利益 
  56,998 14.8 92,182 20.4  212,684 13.1

     

法人税、住民税及

び事業税 
 26,249 49,934  93,391 

法人税等調整額  △2,850 23,398 6.1 △9,551 40,383 8.9 4,217 97,609 6.0

第１四半期(当

期)純利益 
  33,600 8.7 51,798 11.5  115,075 7.1

前期繰越利益   133,143 －   －

第１四半期未処

分利益 
  166,743 －   －
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（3）四半期株主資本等変動計算書 
  当第１四半期会計期間（自 平成 18 年７月 1日 至 平成 18 年９月 30 日） 

  株主資本 
評価・換金

差額等 

  資本剰余金 利益剰余金 

  
その他利益

剰余金 

  

資本金 資本 

準備金 

資本剰余

金合計 繰越利益

剰余金 

利益剰余金

合計 

株主資本 

合計 

その他有

価証券評

価差額金

純資産 

合計 

平成18年６月30日残高

（千円） 
602,917 350,166 350,166 248,218 248,218 1,201,302 △9,707 1,191,594

当第１四半期会計期間

中の変動額 
  

  剰余金の配当  △14,942 △14,942 △14,942 △14,942

  当第１四半期純利益  51,798 51,798 51,798 51,798

株主資本以外の項目

の当第１四半期会計

期間中の変動額（純

額） 

  △727 △727

当第１四半期の変動額

合計（千円） 
 36,856 36,856 36,856 △727 36,128

平成18年９月30日残高

（千円） 
602,917 350,166 350,166 285,075 285,075 1,238,158 △10,435 1,227,723

 

 
前事業年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日） 

  株主資本 
評価・換金

差額等 

  資本剰余金 利益剰余金 

  
その他利益

剰余金 

  

資本金 資本 

準備金 

資本剰余

金合計 繰越利益

剰余金 

利益剰余金

合計 

株主資本合

計 

その他有

価証券評

価差額金

純資産 

合計 

平成17年６月30日残高

（千円） 
448,500 123,250 123,250 144,411 144,411 716,161 3,196 719,358

事業年度中の変動額   

新株の発行 154,417 226,916 226,916 381,333 381,333

  剰余金の配当  △11,268 △11,268 △11,268 △11,268

  当期純利益  115,075 115,075 115,075 115,075

株主資本以外の項目

の事業年度中の変動

額（純額） 

  △12,904 △12,904

事業年度中の変動額合

計（千円） 
154,417 226,916 226,916 103,807 103,807 485,140 △12,904 472,236

平成18年６月30日残高

（千円） 
602,917 350,166 350,166 248,218 248,218 1,201,302 △9,707 1,191,594
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（4）四半期キャッシュ・フロー計算書  
   前事業年度末より連結財務諸表を作成しているため、当第１四半期会計期間及び前事業年度については四半期

連結財務諸表において記載しております。 

  

前第１四半期会計期間 

（自 平成17年７月１日 

至 平成17年９月30日）

  

区分 
注記

番号
金額（千円）   

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税引前第１四半期純利益  56,998   

減価償却費  4,721   

繰延資産償却額  4,095   

貸倒引当金の増減額  △126   

賞与引当金の増減額  20,973   

役員賞与引当金の増減額  △17,070   

受取利息及び受取配当金  △3   

支払利息  1,036   

株式公開費用  18,624   

有形固定資産除却損  5,154   

売上債権の増減額  △5,212   

営業立替金の増減額  131,755   

たな卸資産の増減額  △5,387   

その他流動資産の増減額  381   

未払消費税等の増減額  △9,863   

前受金の増減額  332   

営業預り金の増減額  △51,977   

その他流動負債の増減額  △19,217   

その他  △2,143   

小計  133,071   

     利息及び配当金の受取額  0   

利息の支払額  △1,336   

法人税等の支払額  △86,411   

営業活動によるキャッシュ・フロー  45,324   

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

有形固定資産の取得による支出  △33,073   

無形固定資産の取得による支出  △11,025   

有形固定資産の除却による支出  △1,813   

投資有価証券の取得による支出  △60   

その他  △3,234   

投資活動によるキャッシュ・フロー  △49,206   
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前第１四半期会計期間 

（自 平成17年７月１日 

至 平成17年９月30日）

  

区分 
注記

番号
金額（千円）   

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金の純増減額  398,183   

新株発行による収入  365,904   

株式公開に伴う支出  △17,264   

配当金の支払額  △11,268   

財務活動によるキャッシュ・フロー  735,556   

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  －   

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  731,673   

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  654,658   

Ⅶ 現金及び現金同等物の第１四半期末 

残高 
※ 1,386,332   

     

 



 
 

35

(5)注記事項等 
四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

前第１四半期会計期間 

（自 平成17年７月１日 

    至 平成17年９月30日） 

当第１四半期会計期間 

（自 平成18年７月１日 

    至 平成18年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年７月１日 

    至 平成18年６月30日） 

１．資産の評価基準及び

評価方法 

(1)子会社株式 

             

 

 

(2)その他有価証券 

時価のあるもの 

四半期会計期間末日の市場

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。 

 

(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 

四半期会計期間末日の市場

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。 

(1)子会社株式 

       同左 

 

 

(2)その他有価証券 

時価のあるもの 

期末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。 

 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 

移動平均法による原価法を

採用しております。 

なお、投資事業有限責任組

合及びそれに類する組合への

出資については、組合契約に

規定される決算報告日におい

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 

 (3)たな卸資産 

仕掛品 

 ･･････個別法に基づく原価

法を採用しておりま

す。 

貯蔵品 

･･････最終仕入原価法に基

づく原価法を採用し

ております。 

 

(3)たな卸資産 

仕掛品 

同左 

 

 

貯蔵品 

同左 

 

 

(3)たな卸資産 

仕掛品 

同左 

 

 

貯蔵品 

同左 
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項目 

前第１四半期会計期間 

（自 平成17年７月１日 

    至 平成17年９月30日） 

当第１四半期会計期間 

（自 平成18年７月１日 

    至 平成18年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年７月１日 

    至 平成18年６月30日） 

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 15年 

  工具器具備品 ５年～12年

  また、取得価額10万円以上

20万円未満の少額減価償却資

産については、支出時に費用

処理しております。 

 

(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 
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項目 

前第１四半期会計期間 

（自 平成17年７月１日 

    至 平成17年９月30日） 

当第１四半期会計期間 

（自 平成18年７月１日 

    至 平成18年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年７月１日 

    至 平成18年６月30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

しています。 

(2)賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備え

るため、当第１四半期会計期

間に負担すべき支給見込額を

計上しております。 

(3)           

 

(1)貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

(2)賞与引当金 

同左 

 

 

 

(3)役員賞与引当金 

役員賞与の支給に備えるた

め、支給見込額に基づき、当

第１四半期会計期間末におい

て発生していると認められる

額を計上しております。 

 

(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、当期に負担すべき支

給見込額を計上しておりま

す。 

(3)役員賞与引当金 

役員賞与の支給に備えるた

め、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 

５．四半期キャッシュ・

フロー計算書（キャ

ッシュ・フロー計算

書）における資金の

範囲 

 手許現金、随時引き出し可能

な預金及び容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動につい

て僅少なリスクしか負わない

取得日から３か月以内に償還

期限の到来する短期投資から

なっております。 

 

                        

６．その他四半期財務諸

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。 

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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（会計処理の変更） 

前第１四半期会計期間 

（自 平成17年７月１日 

    至 平成17年９月30日） 

当第１四半期会計期間 

（自 平成17年７月１日 

    至 平成18年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年７月１日 

    至 平成18年６月30日） 

固定資産の減損に係る会計処理 

 「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）が平成17年４月１日以降に適用さ

れたことに伴い、当第１四半期会計期間

から同会計基準及び同適用指針を適用

しております。 

 なお、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処理 

 「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）が平成17年４月１日以降に適用さ

れたことに伴い、当事業年度から同会計

基準及び同適用指針を適用しておりま

す。 

 なお、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 

 当事業年度より、「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。 

 従来の資本の部に相当する金額は

1,191,594千円であります。 

 なお、財務諸表等規則の改正により、

当事業年度における貸借対照表の純資

産の部については、改正後の財務諸表等

規則により作成しております。 
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（表示方法の変更） 

前第１四半期会計期間 

（自 平成17年７月１日 

    至 平成17年９月30日） 

当第１四半期会計期間 

（自 平成17年７月１日 

    至 平成18年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年７月１日 

    至 平成18年６月30日） 

             （四半期貸借対照表） 

 投資その他の資産は、前第１四半期

会計期間まで、一括掲記しておりまし

たが、当第１四半期会計期間末におい

て「投資有価証券」と「関係会社株式」

が資産の総額の100分の５を超えたた

め区分掲記しております。 

 なお、前第１四半期会計期間末の

「投資有価証券」の金額は14,632千円

であり、「関係会社株式」の計上はあ

りません。 
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注記事項 
（四半期貸借対照表関係） 

前第１四半期会計期間末 

（平成17年９月30日） 

当第１四半期会計期間末 

（平成18年９月30日） 

前事業年度末 

（平成18年６月30日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額  

20,140千円 

 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

         38,866千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

            33,943千円 

※２．消費税等の取扱い 

仮払消費税等と仮受消費税等は

相殺のうえ、金額的に重要性が乏し

いため、流動負債の「その他」に含

めて表示しております。 

 

※２．消費税等の取扱い 

同左 

※２．           

  

 

３．偶発債務 

当社が使用する業務用ソフトウ

ェアの開発委託契約に関連し、ソフ

トウェアの開発委託先から平成16

年３月９日付けで151,147千円の損

害賠償請求訴訟が提起され、現在係

争中であります。 

    当社はこれに対し、何ら根拠なき

ものとして請求棄却を求めるとと

もに、開発委託先に対し、債務不履

行による損害賠償の支払いを求め、

平成16年５月26日付けで反訴を提

起いたしました。 

 

３．偶発債務 

同左 

 

３．偶発債務 

同左 

 

 

（四半期損益計算書関係） 

前第１四半期会計期間 

（自 平成17年７月１日 

    至 平成17年９月30日） 

当第１四半期会計期間 

（自 平成18年７月１日 

    至 平成18年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年７月１日 

    至 平成18年６月30日） 

※１．営業外費用の主なもの 

株式公開費用   18,624千円 

   新株発行費償却   4,095千円 

 

※１．         

   

※１．営業外費用の主なもの 

   株式公開費用   18,624千円 

   新株発行費償却   7,017千円 

※２．特別損失の主なもの 

   固定資産除却損   5,154千円 

              

※２．         

    

              

※２．特別損失の主なもの 

   固定資産除却損   6,642千円 

    

３．減価償却実施額 

     有形固定資産    3,631千円 

   無形固定資産     1,089千円 

３．減価償却実施額 

   有形固定資産     4,923千円 

   無形固定資産      979千円 

３．減価償却実施額 

   有形固定資産   17,869千円 

   無形固定資産    4,324千円 
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（株主資本等変動計算書関係） 
当第１四半期会計期間（自 平成 18 年７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 

    当第１四半期会計期間末までに取得または保有している自己株式はありません。 

 

前事業年度（自 平成 17 年７月 1日 至 平成 18 年６月 30 日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

    当事業年度末までに取得または保有している自己株式はありません。 

 

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 

前第１四半期会計期間 

（自 平成17年７月１日 

    至 平成17年９月30日） 

※現金及び現金同等物の第１四半期末

残高と四半期貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

（平成17年９月30日現在） 

（千円） 

現金及び預金勘定     1,386,332 

現金及び現金同等物    1,386,332 
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（リース取引関係） 

前第１四半期会計期間 

（自 平成17年７月１日 

    至 平成17年９月30日） 

当第１四半期会計期間 

（自 平成18年７月１日 

    至 平成18年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年７月１日 

    至 平成18年６月30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及び第１四半

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第１四半

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） 

第１四

半期末

残高相

当額 

（千円） 

工具器

具備品 
92,315 58,756 33,559 

ソフト

ウェア 
85,205 78,104 7,100 

合計 177,520 136,861 40,659 

  

 

 

取得価

額相当

額 

（千円）

減価償

却累計

額相当

額 

（千円）

第１四

半期末

残高相

当額 

（千円）

工具器

具備品 
85,863 62,528 23,335

ソフト

ウェア 
3,664 425 3,238

合計 89,528 62,953 26,574

  

 

 

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 
85,863 57,964 27,898

ソフト

ウェア 
3,664 243 3,421

合計 89,528 58,207 31,320

  

(2）未経過リース料第１四半期末残高

相当額 

(2）未経過リース料第１四半期末残高

相当額 

(2）未経過リース料期末残高相当額 

   

１年内 24,742千円

１年超 17,808千円

合計 42,551千円
    

１年内 17,758千円

１年超 9,868千円

合計 27,627千円
   

１年内 19,905千円

１年超 12,639千円

合計 32,545千円

(3)支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 

(3)支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 

(3)支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 
 

支払リース料 9,452千円 

減価償却費相当額 8,876千円 

支払利息相当額 353千円 
  

 
支払リース料 5,118千円 

減価償却費相当額 4,746千円 

支払利息相当額 200千円 
  

 
支払リース料 32,032千円 

減価償却費相当額 29,997千円 

支払利息相当額 1,144千円 
  

(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、

利息法によっております。 

 

(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 
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（有価証券関係） 

前事業年度より連結財務諸表を作成しているため、当事業年度の有価証券の注記（子会社株式及び関連会

社株式で時価のあるものを除く）については連結財務諸表の注記事項として記載しております。 

 
１．その他有価証券で時価のあるもの 

前第１四半期会計期間末 

（平成17年９月30日） 
  

 

取得原価

（千円）

四半期貸借

対照表計上

額（千円）

差額 

（千円）
   

(1）株式 1,836 7,132 5,296    

(2）債券    

国債・地方債等 ― ― ―    

社債 ― ― ―    

その他 ― ― ―    

(3）その他 ― ― ―    

合計 1,836 7,132 5,296    

  
２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

前第１四半期会計期間末 

（平成17年９月30日） 
  

 

四半期貸借対照表計上額(千円)   

(1）その他有価証券    

  非上場株式(店頭売買株式を
除く) 

7,500   

    

 
当第 1 四半期会計期間（平成 18 年９月 30 日）及び前事業年度（平成 18 年６月 30 日）における子会社株

式のうち、時価のあるものはありません。 
 

（デリバティブ取引関係） 

当第 1 四半期会計期間及び前事業年度については四半期連結財務諸表を作成しているため「デリバティブ

取引関係」の注記については四半期連結財務諸表における注記事項として記載しております。 

      前第１四半期会計期間（自 平成 17 年７月 1 日 至 平成 17 年９月 30 日） 

当社はデリバティブ取引を全くおこなっておりませんので、該当事項はありません。 

 

（持分法損益等） 

    当第 1四半期会計期間及び前事業年度については四半期連結財務諸表を作成しているため「持分法損益等」

の注記については四半期連結財務諸表における注記事項として記載しております。 

前第１四半期会計期間（自 平成 17 年７月 1日 至 平成 17 年９月 30 日） 

該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

前第１四半期会計期間 

（自 平成17年７月１日 

    至 平成17年９月30日） 

当第１四半期会計期間 

（自 平成18年７月１日 

    至 平成18年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年７月１日 

    至 平成18年６月30日） 

 
１株当たり純資産額 

114,189.53円 
 
１株当たり第１四半期純利益金額 

3,708.21円 
 
潜在株式調整後１株当たり第１四半期 
純利益 

3,616.81円 
 

 
１株当たり純資産額 

41,081.60円 
 
１株当たり第１四半期純利益金額 

1,733.27円 
 
潜在株式調整後１株当たり第１四半期
純利益 

1,731.13円 
 
  

 
１株当たり純資産額 

39,872.67円 
 
１株当たり当期純利益金額 

3,986.42円 
 
潜在株式調整後１株当たり第１四半期 
純利益 

3,921.38円 

 
 

 当社は、平成18年１月18日をもって普

通株式１株を３株に分割いたしました。

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前第１四半期会計

期間における１株当たり情報は、それぞ

れ以下のとおりであります。 

前第１四半期会計期間 

１株当たり純資産額 

38,063.18円 

１株当たり第１四半期純利益金額

1,236.06円 

潜在株式調整後１株当たり第１四 

半期純利益 

         1,205.59円 
 

当社は、平成18年１月18日をもって普

通株式１株を３株に分割いたしました。

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株当たり情報は、

それぞれ以下のとおりであります。 

前事業年度 

１株当たり純資産額 

27,451.20円 

１株当たり当期純利益金額 

4,589.52円 
 

   

（注）１株当たり第１四半期（当期）純利益金額、潜在株式調整後１株当たり第１四半期（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。 

 

前第１四半期会計期間 

（自 平成17年７月１日 

    至 平成17年９月30日） 

当第１四半期会計期間 

（自 平成18年７月１日 

    至 平成18年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年７月１日 

    至 平成18年６月30日） 

第１四半期（当期）純利益（千円） 33,600 51,798 115,075 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ― 

普通株式に係る第１四半期（当期）純利益 

（千円） 
33,600 51,798 115,075 

期中平均株式数（株） 9,061 29,885 28,867 

普通株式増加数（株） ― 36 478 

（うち新株予約権） （―） （36） （478） 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり第１四半期（当期）純利益の

算定に含めなかった潜在株式の概要 

 

            

 

平成17年９月28日定時株

主総会において決議された

新株予約権846個（普通株式

846株） 

 

平成17年９月28日定時株

主総会において決議された

新株予約権879個（普通株式

879株） 
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（重要な後発事象） 

前第１四半期会計期間 

（自 平成17年７月１日 

至 平成17年９月30日） 

当第１四半期会計期間 

（自 平成18年７月１日 

至 平成18年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

             

 

１．株式の分割について 

平成17年10月20日開催の当社取締役会にお

いて、株式の分割に関し、下記のとおり決議い

たしました。 

(1)株式の分割

の目的 

投資家の皆様にとって

より投資しやすい環境

を整えることで、株式

市場における当社株式

のさらなる流動性の向

上と、株主数の増加を

図るため。 

(2)株式分割の概要 

①分割の方法 平成17年11月30日（水

曜日）最終の株主名簿

および実質株主名簿に

記載または記録された

株主の所有株式１株に

つき３株の割合をもっ

て分割する。 

②分割により増加する株式数 

 普通株式 19,470株 

③効力発生日 平成18年１月18日 

④配当起算日 平成18年１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株当たり情報およ

び当期首に行われたと仮定した場合の当第１四

半期会計期間における１株当たり情報は、それぞ

れ以下のとおりとなります。 
  

当第１四半期 

会計期間 
前事業年度 

１株当たり純資産額 

   38,063.18円 

１株当たり純資産額 

27,451.20円 

１株当たり当期純利益   

1,242.06円 

１株当たり当期純利益  

4,589.52円 
 

 

１．取締役及び監査役に対するストック

オプション（新株予約権）の発行につ

いて 

当社は、平成18年９月28日開催の第

８期定時株主総会において、会社法第

361条に基づき、当社取締役及び監査

役に対し報酬として新株予約権を付

与することを決議いたしました。 

(4) 発行する新株予約権の数 

  取締役に対し498個、監査役に

対し102個を上限とする。 

(5) 新株予約権の目的となる株式

の種類および数 

当社普通株式600株を１年間

の上限とする。 

(6) 新株予約権の発行価額 

付与日においてブラック・シ

ョールズ・モデルにより算定

した価額とする。 

 

２．従業員等に対するストックオプショ

ン（新株予約権）の発行について 

当社は、平成18年９月28日開催の第

８期定時株主総会において、会社法第

236条、第238条及び第239条に基づき、

当社従業員及び当社子会社の役員及

び従業員に対し特に有利な条件で新

株予約権を付与することを決議いた

しました。 

(4) 発行する新株予約権の数 

900個を上限とする。 

(5) 新株予約権の目的となる株式

の種類および数 

当社普通株式900株を１年間

の上限とする。 

  (3) 新株予約権の発行価額 

無償とする。 
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前第１四半期会計期間 

（自 平成17年７月１日 

至 平成17年９月30日） 

当第１四半期会計期間 

（自 平成18年７月１日 

至 平成18年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

２．新株予約権の発行について 

当社は、平成17年11月11日開催の取締役会に

おいて、平成17年９月28日開催の当社第７期定

時株主総会で承認されました商法第280条ノ20

及び第280条ノ21の規定に基づく、ストック・

オプションとして発行する新株予約権につい

て、具体的な発行内容を下記のとおり決定いた

しました。 

(1)新株予約権の

発行日 

平成17年11月14日 

(2)発行する新株

予約権の数 

当社普通株式204

株（予定） 

(3)新株予約権の

目的となる株

式の種類およ

び数 

当社普通株式204

株（予定） 

(4)新株予約権の

発行価額 

無償とする 

(5)新株予約権の

行使に際して

払込をすべき

金額 

平成17年11月14日

に決定する 

(6)新株予約権を

行使すること

ができる期間 

平成19年10月１日

から平成27年９月

27日まで 
 

                          

   

 

 


