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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。

営業収益 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 1,456 △76.0 1,057 26.4 1,051 7.1

17年９月中間期 6,057 － 836 － 982 －

18年３月期 7,600  2,031  2,177  

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 1,049 61.6 17 46

17年９月中間期 649 － 11 01

18年３月期 1,816  30 62

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 60,073,933株 17年９月中間期 58,972,420株 18年３月期 59,340,472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、中間純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率を示しております。

なお、決算期変更により、17年3月期は3ヶ月決算となったため、前中間期の営業収益、営業利益、経常利益、中間純利益の対前期増減率

は記載しておりません。

 

(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 51,369 51,187 99.6 849 82

17年９月中間期 50,761 49,897 98.3 838 79

18年３月期 51,336 50,812 99.0 849 22

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 60,217,706株 17年９月中間期 59,487,692株 18年３月期 59,833,540株

②期末自己株式数 18年９月中間期 536,812株 17年９月中間期 526,388株 18年３月期 532,539株

２．平成19年３月期の業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通　期 2,900 2,200 2,200

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）36円53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 10.0 18.0 28.0

19年３月期（実績） 16.0 －
32.0

19年３月期（予想） － 16.0

（注）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おります。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。業績予測の前提となる

仮定及び業績予測のご利用にあたっての注意事項等につきましては、添付資料の６ページを参照して下さい。
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６．個別中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成17年９月30日）
当中間会計期間末

（平成18年９月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年３月31日）
対前事業
年度比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１．現金及び預金  1,026   575   1,425   △850

２．売掛金  195   65   65   －

３．繰延税金資産  26   0   2   △1

４．その他  25   732   363   368

流動資産合計   1,274 2.5  1,373 2.7  1,857 3.6 △483

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産 ※１           

(1）建物  30   25   27   △2

(2）工具器具及び
備品

 23   16   19   △2

有形固定資産計   53 (0.1)  41 (0.1)  46 (0.1) △4

２．無形固定資産   14 (0.0)  534 (1.0)  13 (0.0) 520

３．投資その他の資産            

(1）関係会社株式  49,382   49,382   49,382   －

(2）その他  36   36   36   －

投資その他の資
産計

  49,419 (97.4)  49,419 (96.2)  49,419 (96.3) －

固定資産合計   49,487 97.5  49,995 97.3  49,478 96.4 516

資産合計   50,761 100.0  51,369 100.0  51,336 100.0 32
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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）
対前事業
年度比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．１年内償還予定の
転換社債

 －   52   403   △351

２．未払法人税等  191   4   －   4

３．その他  82   125   121   4

流動負債合計   273 0.5  181 0.4  524 1.0 △342

Ⅱ　固定負債            

１．転換社債  590   －   －   －

固定負債合計   590 1.2  － －  － － －

負債合計   863 1.7  181 0.4  524 1.0 △342

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   7,121 14.0  － －  7,300 14.2 △7,300

Ⅱ　資本剰余金            

１．資本準備金  22,844   －   23,022    

資本剰余金合計   22,844 45.0  － －  23,022 44.9 △23,022

Ⅲ　利益剰余金            

１．利益準備金  928   －   928    

２．任意積立金  18,750   －   18,750    

３．中間（当期）　　
未処分利益

 1,020   －   1,593    

利益剰余金合計   20,699 40.8  － －  21,272 41.4 △21,272

Ⅳ　自己株式   △767 △1.5  － －  △783 △1.5 783

資本合計   49,897 98.3  － －  50,812 99.0 △50,812

負債・資本合計   50,761 100.0  － －  51,336 100.0 △51,336

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１．資本金   － －  7,501 14.6  － － 7,501

２．資本剰余金            

(1）資本準備金  －   23,223   －    

(2）その他資本剰
余金

 －   0   －    

資本剰余金合計   － －  23,224 45.2  － － 23,224

３．利益剰余金            

(1）利益準備金  －   928   －    

(2）その他利益剰
余金

 －   20,315   －    

別途積立金  －   18,750   －    

繰越利益剰余
金

 －   1,566   －    

利益剰余金合計   － －  21,244 41.3  － － 21,244

４．自己株式   － －  △795 △1.5  － － △795

株主資本合計   － －  51,173 99.6  － － 51,173

Ⅱ　新株予約権   － －  13 0.0  － － 13

純資産合計   － －  51,187 99.6  － － 51,187

負債純資産合計   － －  51,369 100.0  － － 51,369
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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（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　営業収益            

１．売上高  5,871   －    5,871   

２．受取配当金  －   1,084    1,171   

３．経営指導料  186 6,057 100.0 372 1,456 100.0 △4,601 558 7,600 100.0

Ⅱ　売上原価   1,799 29.7  － － △1,799  1,799 23.7

営業総利益   4,258 70.3  － － △2,802  5,801 76.3

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

  3,193 52.7  － － △3,193  3,193 42.0

Ⅳ　営業費用   228 3.8  398 27.4 170  575 7.6

営業利益   836 13.8  1,057 72.6 221  2,031 26.7

Ⅴ　営業外収益 ※１  180 3.0  6 0.4 △174  180 2.4

Ⅵ　営業外費用 ※２  34 0.6  11 0.8 △22  34 0.4

経常利益   982 16.2  1,051 72.2 69  2,177 28.7

Ⅶ　特別損失 ※３  25 0.4  － － △25  25 0.4

税引前中間
（当期）純利益

  957 15.8  1,051 72.2 94  2,152 28.3

法人税、住民税
及び事業税

 186   0    190   

法人税等調整額  122 308 5.1 1 2 0.1 △305 145 336 4.4

中間（当期）
純利益

  649 10.7  1,049 72.1 399  1,816 23.9

前期繰越利益   538       538  

自己株式処分差
損 

  166   －    166  

中間配当額   －   －    594  

中間（当期）
未処分利益

  1,020   －    1,593  
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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

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
合計特別償却

準備金
別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高

(百万円)
7,300 23,022 － 23,022 928 0 18,750 1,593 21,272

中間会計期間中の変動額

新株の発行 201 200  200      

特別償却準備金の取崩し

（注）
     △0  0 －

剰余金の配当（注）        △1,077 △1,077

中間純利益        1,049 1,049

自己株式の取得          

自己株式の処分   0 0      

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

(百万円)
201 200 0 201 － △0 － △27 △27

平成18年９月30日　残高

(百万円)
7,501 23,223 0 23,224 928 － 18,750 1,566 21,244

 株主資本

新株予約権 純資産合計

自己株式
株主資本
合計

平成18年３月31日　残高

(百万円)
△783 50,812 － 50,812

中間会計期間中の変動額

新株の発行  401  401

特別償却準備金の取崩し

（注）
 －  －

剰余金の配当（注）  △1,077  △1,077

中間純利益  1,049  1,049

自己株式の取得 △13 △13  △13

自己株式の処分 0 1  1

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
  13 13

中間会計期間中の変動額合計

(百万円)
△12 361 13 375

平成18年９月30日　残高

(百万円)
△795 51,173 13 51,187

（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

子会社及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(1）有価証券

子会社株式

移動平均法による原価法

(1）有価証券

子会社及び関連会社株式

移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部

資本直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算

定）

 

 

 

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部資本

直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定）

時価のないもの

移動平均法による原価法

　なお、投資事業組合への出

資（証券取引法第２条第２項

により有価証券とみなされる

もの）については、組合契約

に規定される決算報告日に応

じて入手可能な最近の決算書

を基礎とし、持分相当額を純

額で取り込む方法によってお

ります。

 

 

 

時価のないもの

移動平均法による原価法

　なお、投資事業組合への出

資（証券取引法第２条第２項

により有価証券とみなされる

もの）については、組合契約

に規定される決算報告日に応

じて入手可能な最近の決算書

を基礎とし、持分相当額を純

額で取り込む方法によってお

ります。

(2）デリバティブ

時価法

(2）　　　──────

 

(2）デリバティブ

時価法

(3）たな卸資産

商品・原材料・貯蔵品

移動平均法による原価法

(3）たな卸資産

貯蔵品

移動平均法による原価法

(3）たな卸資産

商品・原材料・貯蔵品

移動平均法による原価法

製品・仕掛品

総平均法による原価法

 

 

製品・仕掛品

総平均法による原価法

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

定率法

　ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（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、主な耐用年数は次のとお

りであります。

建物及び構築物　　８～18年

工具器具及び備品　５～20年

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

(2）無形固定資産

定額法

　なお、自社利用のソフトウェア

については、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

同左

(2）無形固定資産

同左

(3) 長期前払費用

均等償却

(3) 　　　──────

 

(3）長期前払費用

均等償却

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒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

上することとしております。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

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）

(2）投資損失引当金

　関係会社株式の価値の減少によ

る損失に備えるため、投資先の財

政状態の実情を勘案し、個別検討

による必要額を見積計上すること

としております。 

(2） 　　　──────

 

(2）投資損失引当金

　関係会社株式の価値の減少によ

る損失に備えるため、投資先の財

政状態の実情を勘案し、個別検討

による必要額を見積計上すること

としております。 

４．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、中間期末

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。

 ────── 　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。

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．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しており

ます。

　なお、為替予約及び通貨スワッ

プについては、振当処理の要件を

満たしている場合は振当処理を採

用しております。

　また、特例処理の要件を満たし

ている金利スワップについては、

特例処理を採用しております。

(1） 　　　──────

 

(1）ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しており

ます。

　なお、為替予約及び通貨スワッ

プについては、振当処理の要件を

満たしている場合は振当処理を採

用しております。

　また、特例処理の要件を満たし

ている金利スワップについては、

特例処理を採用しております。

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2） 　　　────── (2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段  ヘッジ対象

為替予約
 外貨建輸出入

取引

金利スワップ  借入金

 ヘッジ手段  ヘッジ対象

為替予約
 外貨建輸出入

取引

金利スワップ  借入金

(3）ヘッジ方針

　当社内規に基づき、為替相場変

動リスク及び金利変動リスクを

ヘッジしております。

　原則として、実需に基づくもの

を対象としてデリバティブ取引を

行っており、投機目的のデリバ

ティブ取引は行っておりません。

(3） 　　　──────

 

(3）ヘッジ方針

　当社内規に基づき、為替相場変

動リスク及び金利変動リスクを

ヘッジしております。

　原則として、実需に基づくもの

を対象としてデリバティブ取引を

行っており、投機目的のデリバ

ティブ取引は行っておりません。

(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、個別取引毎のヘッジ効果を

検証しております。ただし、ヘッ

ジ手段とヘッジ対象に関する元

本・利率・期間等の重要な条件が

同一の場合は、ヘッジ効果が極め

て高いことから、ヘッジの有効性

の判断は省略しております。

(4） 　　　──────

 

(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、個別取引毎のヘッジ効果を

検証しております。ただし、ヘッ

ジ手段とヘッジ対象に関する元

本・利率・期間等の重要な条件が

同一の場合は、ヘッジ効果が極め

て高いことから、ヘッジの有効性

の判断は省略しております。

７．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

消費税及び地方消費税の会計処理

　税抜方式によっております。

　なお、仮受消費税等と仮払消費

税等は相殺のうえ、流動資産「そ

の他」に含めて表示しております。

消費税及び地方消費税の会計処理

同左

消費税及び地方消費税の会計処理

　税抜方式によっております。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当中間会計期間より、固定資産の減損に係る

会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の

設定に関する意見書」（企業会計審議会　平成

14年８月９日））及び「固定資産の減損に係る

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第６号　平成15年10月31日）を適用しておりま

す。これによる損益に与える影響はありません。

────── （固定資産の減損に係る会計基準）

　当事業年度より、固定資産の減損に係る会計

基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定

に関する意見書」（企業会計審議会　平成14年

８月９日））及び「固定資産の減損に係る会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第６

号　平成15年10月31日）を適用しております。

これによる損益に与える影響はありません。

──────

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準）

　当中間会計期間より、「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準

第５号　平成17年12月９日）及び「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用

指針」（企業会計基準適用指針第８号　平成17

年12月９日）を適用しております。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は

51,173百万円であります。

　なお、当中間会計期間末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。

──────

 

────── （ストック・オプション等に関する会計基準）

　当中間会計期間より、「ストック・オプショ

ン等に関する会計基準」（企業会計基準第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等の適用指針」（企

業会計基準適用指針第11号　平成18年５月31

日）を適用しております。

　これにより営業利益、経常利益及び税金等調

整前中間純利益は、それぞれ13百万円減少して

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）

（財政状態の変動について）

　当社は、平成17年７月１日に持株会社へ移行

しております。

　このため、当中間会計期間の財政状態は前事

業年度と比較して大きく変動しております。

────── （財政状態の変動について）

　当社は、平成17年７月１日に持株会社へ移行

しております。

　このため、当事業年度の財政状態は前事業年

度と比較して大きく変動しております。
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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

3百万円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

16百万円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

9百万円

　２．　　　　────── 　２．当社は、財務体質の強化及び機動的な資

金調達枠の確保の観点から、取引金融機

関と貸出コミットメント契約を締結して

おります。この契約に基づく当中間期末

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 10,000百万円

借入実行残高 －百万円

差引額 10,000百万円

　２．当社は、財務体質の強化及び機動的な資

金調達枠の確保の観点から、取引金融機

関と貸出コミットメント契約を締結して

おります。この契約に基づく当期末の借

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 10,000百万円

借入実行残高 －百万円

差引額 10,000百万円

（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．　　　　────── ※１．営業外収益のうち主要なもの

受取配当金 134 百万円 

業務受託収入 19 百万円 

受取配当金 134 百万円 

業務受託収入 19 百万円 

※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．　　　　────── ※２．営業外費用のうち主要なもの

支払利息 24 百万円 支払利息 24 百万円 

※３．特別損失のうち主要なもの ※３．　　　　────── ※３．特別損失のうち主要なもの 

固定資産除却損 20 百万円 固定資産除却損 20 百万円 

　４．減価償却実施額 　４．減価償却実施額 　４．減価償却実施額

有形固定資産 349 百万円 

無形固定資産 90 百万円 

有形固定資産 5 百万円 

無形固定資産 1 百万円 

有形固定資産 356 百万円 

無形固定資産 91 百万円 

 (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

 
前事業年度末

　株式数（千株）

当中間会計期間増加

株式数（千株）

当中間会計期間減少

株式数（千株）

当中間会計期間末

株式数（千株）

 普通株式　（注） 532 4 0 536

 　　　　合計 532 4 0 536

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加４千株は、単元未満株式の買取りによる増加であり、減少０千株は、単元未

満株式の売渡しによるものであります。

（リース取引関係）

ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。

（有価証券関係）

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても、子会社株式及び関連会社株式で時価の

あるものはありません。
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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 838円79銭

１株当たり中間純利益金額 11円01銭

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額
10円77銭

１株当たり純資産額 849円82銭

１株当たり中間純利益金額 17円46銭

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額
17円37銭

１株当たり純資産額 849円22銭

１株当たり当期純利益金額 30円62銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
30円12銭

　（注）１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、

以下のとおりであります。

 
前中間会計期間

(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前事業年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益　　　　　（百万円） 649 1,049 1,816

普通株主に帰属しない金額　　（百万円） － － －

　（うち利益処分による取締役賞与金） (－) (－) (－)

普通株式に係る中間（当期）純利益

　　　　　　　　　　　　　　（百万円）
649 1,049 1,816

期中平均株式数　　　　　　　（株） 58,972,420 60,073,933 59,340,472

    

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　　（百万円） － － －

普通株式増加数　　　　　　　（株） 1,291,967 331,059 967,920

（うち転換社債） (1,033,772) (175,377) (730,175)

（うち新株予約権） (258,195) (155,682) (237,745)

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）純利益金額の算定に

含めなかった潜在株式の概要

───── ───── ─────
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