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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15日 

上 場 会 社 名            株式会社 フリード            上場取引所        JQ 
コ ー ド 番 号                 9423                          本社所在都道府県  愛知県 
（ＵＲＬ  http://www.fread.co.jp/ ） 
代  表  者 役職名 代表取締役社長    氏 名 稲垣 靖彦 
問合せ先責任者 役職名 常務取締役管理本部長 氏 名 松永 光市 

ＴＥＬ (03)5796－3300（東京本社代表） 
決算取締役会開催日 平成 18 年 11 月 15 日      
 
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                  (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 
17 年 9 月中間期 

490  (  ―  )
908  (  ―  )

△521    (  ―  )
136   (  ―  )

△513   (  ―  )
135   (  ―  )

18 年 3 月期 2,075      362      336      
 
 

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 
17 年 9 月中間期 

△572   (  ―  )
102   (  ―  )

△22,256      22 
13,716      60 

18 年 3 月期 220      28,077      97 

 
 

 (注)①期中平均株式数   18 年 9 月中間期 25,740 株  17 年 9 月中間期  7,480 株  18 年 3 月期 7,851 株 
②会計処理の方法の変更   有 
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。 

 
(2)財政状態 
 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 
17 年 9 月中間期 

990   
845   

395  
429  

39.9  
50.8  

15,348   53 
57,450   33 

18 年 3 月期 1,413   1,010  71.5  117,824   51 
 (注)①期末発行済株式数    18 年 9 月中間期 25,740 株  17 年 9 月中間期  7,480 株   18 年 3 月期 8,580 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） 

 売 上 高     経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

通   期 1,239   △570  △630  

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)  24,475 円 52 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 

平成 18 年 3 月期 ― 5,000.00 5,000.00

平成 19 年 3 月期（実績） ― ― 

平成 19 年 3 月期（予想） ― 1,667.00
1,667.00

(注)平成 18 年 4月 1日付で普通株式１株に対し 3株の割合で株式分割を行いました。当該分割が平成 18 年 3月期の 
期首に行なわれたと仮定した場合の平成 18 年 3月期の 1株当たり配当金は 1,667.00 円であります。 

 
※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作成したものであります。 
したがって、今後様々な要因により、実際の業績が予想数値と異なる可能性があります。
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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 ※2 180,730 94,497  449,554 

 ２ 売掛金  291,672 119,972  348,555 

 ３ たな卸資産  5,185 148,156  3,241 

 ４ 前払費用  19,979 50,124  40,933 

 ５ 繰延税金資産  38,317 ―  67,557 

 ６ その他  7,239 35,263  10,546 

   貸倒引当金  △29 △13  △36 

    流動資産合計   543,096 64.3 448,001 45.3  920,353 65.1

Ⅱ 固定資産     

 １ 有形固定資産 ※1    

  (１) 建物  21,898 66,403  69,696 

  (２) 器具及び備品  9,671 51,013  53,406 

   有形固定資産合計  31,570 117,417  123,103 

 ２ 無形固定資産  41,347 47,375  51,338 

 ３ 投資その他の資産     

  (１) 差入保証金  139,372 272,500  220,848 

  (２) その他  96,278 107,612  101,001 

   貸倒引当金  △6,529 △2,759  △2,759 

   投資その他の資産合計  229,122 377,354  319,090 

    固定資産合計   302,040 35.7 542,147 54.7  493,532 34.9

      資産合計   845,137 100.0 990,149 100.0  1,413,886 100.0
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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 ※2 17,863 11,742  14,821 

 ２ 短期借入金  ― 308,348  ― 

 ３ 一年以内返済予定の 

   長期借入金 
 62,007 33,332  ― 

 ４ 未払金  94,879 100,858  115,582 

 ５ 未払法人税等  50,340 1,475  78,181 

 ６ 繰延税金負債  ― 61  ― 

 ７ 賞与引当金  59,213 14,671  84,564 

 ８ インセンティブ返金損失 

   引当金 
 18,296 29,690  58,287 

 ９ その他  30,493 19,541  42,845 

    流動負債合計   333,093 39.4 519,721 52.5  394,284 27.9

Ⅱ 固定負債     

 １ 長期借入金  74,387 66,668  ― 

 ２ 繰延税金負債  405 706  765 

 ３ その他  7,522 7,982  7,902 

    固定負債合計   82,315 9.7 75,356 7.6  8,667 0.6

     負債合計   415,408 49.2 595,078 60.1  402,952 28.5
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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

(％)

(資本の部)     

Ⅰ 資本金   114,340 13.5 ― ―  310,690 22.0

Ⅱ 資本剰余金     

   資本準備金  51,340 ―  317,815 

    資本剰余金合計   51,340 6.1 ― ―  317,815 22.5

Ⅲ 利益剰余金     

 １ 利益準備金  630 ―  630 

 ２ 任意積立金  179 ―  179 

 ３ 中間(当期)未処分利益  262,689 ―  380,520 

    利益剰余金合計   263,499 31.2 ― ―  381,330 26.9

Ⅳ その他有価証券評価差額金   549 0.1 ― ―  1,099 0.1

     資本合計   429,728 50.8 ― ―  1,010,934 71.5

      負債資本合計   845,137 100.0 ― ―  1,413,886 100.0

     

(純資産の部)     

Ⅰ 株主資本     

 １ 資本金   310,690 31.4  

 ２ 資本剰余金     

    資本準備金   317,815   

    資本剰余金合計   317,815 32.1  

 ３ 利益剰余金     

  (１) 利益準備金   630   

  (２) その他利益剰余金     

     特別償却準備金   89   

     繰越利益剰余金   △235,163   

    利益剰余金合計   △234,444 △23.7  

     株主資本合計   394,060 39.8  

Ⅱ 評価・換算差額等     

その他有価証券評価差額金   1,011   

     評価・換算差額等合計   1,011 0.1  

      純資産合計   395,071 39.9  

       負債純資産合計   990,149 100.0  
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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   908,352 100.0 490,977 100.0  2,075,097 100.0

Ⅱ 売上原価   74,312 8.2 91,040 18.5  159,690 7.7

   売上総利益   834,039 91.8 399,937 81.5  1,915,406 92.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費   697,191 76.7 921,602 187.7  1,552,881 74.8

   営業利益又は 

営業損失(△) 
  136,848 15.1 △521,665 △106.2  362,525 17.5

Ⅳ 営業外収益 ※1  7,580 0.8 12,836 2.6  17,716 0.8

Ⅴ 営業外費用 ※2  9,101 1.0 4,343 0.9  43,355 2.1

   経常利益又は 

経常損失(△) 
  135,327 14.9 △513,173 △104.5  336,886 16.2

Ⅵ 特別利益   15,930 1.8 10,615 2.1  19,933 1.0

Ⅶ 特別損失   ― ― 991 0.2  9,843 0.5

  税引前中間(当期)純利益 

又は税引前中間純損失(△) 
  151,258 16.7 △503,549 △102.6  346,977 16.7

  法人税、住民税及び事業税  47,773 1,706  154,916 

  法人税等還付税額  △13,990 ―  △13,990 

  法人税等調整額  14,874 48,658 5.4 67,619 69,325 14.1 △14,379 126,546 6.1

  中間(当期)純利益又は 

中間純損失(△) 
  102,600 11.3 △572,875 △116.7  220,431 10.6

  前期繰越利益   160,089   160,089

  中間(当期)未処分利益   262,689   380,520

     

 
 
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 
評価・換算

差額等 

資本剰余金 利益剰余金 

その他 

利益剰余金 

項目 

資本金 

資本準備金 利益準備金
特別償却

準備金 

繰越利益

剰余金 

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3月31日残高（千円） 310,690 317,815 630 179 380,520 1,009,835 1,099 1,010,934

中間会計期間中の変動額   

 利益処分による剰余金の配当  △42,900 △42,900 △42,900

 特別償却準備金の取崩  △90 90 ― ―

 中間純損失  △572,875 △572,875 △572,875

 株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額） 
  △88 △88

中間会計期間中の変動額合計 

（千円） 
― ― ― △90 △615,684 △615,775 △88 △615,863

平成18年9月30日残高（千円） 310,690 317,815 630 89 △235,163 394,060 1,011 395,071
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中間財務諸表作成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 

 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） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

(2)たな卸資産 

  商品 

  総平均法による原価法 

(1)有価証券 

 ①子会社株式 

  同左 

 ②その他有価証券 

  時価あるもの 

  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） 

時価のないもの 

同左 

(2)たな卸資産 

  商品 

   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 

同左 

(2)たな卸資産 

  商品 

   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。

 但し、平成10年4月以降

に取得した建物（建物附属

設備は除く）については、

定額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 

器具及び備品  3～6年 

(2)無形固定資産 

定額法によっております。

なお、ソフトウェア（自

社利用分）については、社

内における利用可能期間

（5年）に基づく定額法に

よっております。 

(3)長期前払費用 

均等償却によっておりま

す。 

 

(1)有形固定資産 

  定率法によっております。

 但し、平成10年4月以降

に取得した建物（建物附属

設備は除く）については、

定額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    10～22年 

器具及び備品 3～10年 

 (2)無形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

(3)長期前払費用 

同左 

 

(1)有形固定資産 

  同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2)無形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

(3)長期前払費用 

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 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 

 従業員に対して支給する

賞与の支出に充てるため、

支給見込額に基づき当中間

会計期間に見合う分を計上

しております。 

(3)インセンティブ返金損失引

当金 

通信回線申込者が当中間

会計期間末以降の一定期間

内において解約する場合、

当社の得意先から請求され

るインセンティブの返金に

備えて、売上に対する返金

見込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 

 

 

 

 

(3)インセンティブ返金損失引

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、支給見込額に基づき

当事業年度に見合う分を

計上しております。 

(3)インセンティブ返金損失

引当金 

通信回線申込者が翌事

業年度以降の一定期間内

において解約する場合、

当社の得意先から請求さ

れるインセンティブの返

金に備えて、売上に対す

る返金見込額を計上して

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 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、税抜き方式に

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 

 

―  ― 32



ファイル名：個別中間財務諸表の概要 Final 更新日時：11/15/2006 1:33:00 PM 印刷日時： 最終印刷日時：11/15/2006 2:06:00 PM 

会計処理の変更 
 

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わる会計基準） 

当中間会計期間から「固定資産の減

損に係わる会計基準」（「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

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。 

 （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 企業会計基準適用指針第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395,071千円であります。 

 

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 
 

13,745千円

※1 有形固定資産の減価償却累計額 
 

35,066千円

※1 有形固定資産の減価償却累計額 
 

22,175千円

※2 (担保資産) 

(1)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 2,080千円

(2)担保付債務は次のとおりでありま

す。 

買掛金 25千円
 

※2 (担保資産) 

(1)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 2,080千円

(2)担保付債務はありません。 

※2 (担保資産) 

(1)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 2,080千円

(2)同左 

 3 (当座貸越契約) 

 当社においては、運転資金の効率

的な調達を行うため、取引銀行と当

座貸越契約を締結しております。 

 当中間会計期間末における当座貸

越契約に係る借入金未実行残高等は

次のとおりであります。 

当座貸越極度額 50,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 50,000千円
 

 3 (当座貸越契約) 

 当社においては、運転資金の効率

的な調達を行うため、取引銀行と当

座貸越契約を締結しております。 

 当中間会計期間末における当座貸

越契約に係る借入金未実行残高等は

次のとおりであります。 

当座貸越極度額 450,000千円

借入実行残高 208,348千円

差引額 241,652千円
 

 3 (当座貸越契約) 

 当社においては、運転資金の効率

的な調達を行うため、取引銀行と当

座貸越契約を締結しております。 

 当事業年度末における当座貸越契

約に係る借入金未実行残高等は次の

とおりであります。 

当座貸越極度額 50,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 50,000千円
 

  4 (偶発債務) 

損害賠償義務 

 リース会社に対する通信機器の販

売において、当社は、一部のリース

会社に対して、当社の営業活動に起

因するユーザーとのトラブルを理由

としてユーザーからのリース料金の

支払が滞った場合の損害賠償義務を

負っております。 

 4 (偶発債務) 

同左 

 

 (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 

受取業務手数料 3,400千円

賃貸収入 3,990千円
 

※1 営業外収益の主要なもの 

受取業務手数料 8,957千円

賃貸収入 2,757千円
 

※1 営業外収益の主要なもの 

受取業務手数料 7,000千円

賃貸収入 10,141千円
 

※2 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 1,330千円

賃貸原価 4,257千円

株式公開費用 3,311千円
 

※2 営業外費用の主要なもの 

支払利息 1,021千円

賃貸原価 2,757千円
 

※2 営業外費用の主要なもの 

支払利息 2,253千円

賃貸原価 10,692千円

株式公開費用 28,211千円
 

 3 減価償却実施額 

有形固定資産 3,507千円

無形固定資産 4,943千円
 

 3 減価償却実施額 

有形固定資産 14,312千円

無形固定資産 5,520千円
 

 3 減価償却実施額 

有形固定資産 11,871千円

無形固定資産 9,915千円
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 (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） 
自己株式に関する事項 
該当事項はありません。 

 
(リース取引関係) 
 
半期報告書についてEDINETにより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(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) 
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 57,450.33円

1株当たり中間純利益 13,716.60円

なお、潜在株式調整後1株当たり中間
純利益については、潜在株式が存在
しないため、記載しておりません。 
 

1株当たり純資産額 15,348.53円

1株当たり中間純損失 22,256.22円

なお、潜在株式調整後1株当たり中間
純利益については、1株当たり中間純
損失であり、潜在株式が存在しないた
め、記載しておりません 
 

1株当たり純資産額 117,824.51円

1株当たり当期純利益 28,077.97円

なお、潜在株式調整後1株当たり当期
純利益については、潜在株式が存在し
ないため、記載しておりません。 
 

 

（注）1 １株当たり中間（当期）純利益又は中間純損失の算定上の基礎 

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） 

純利益又は中間純損失(△)（千円） 
102,600 △572,875 220,431

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） 

純利益又は中間純損失(△)（千円） 
102,600 △572,875 220,431

普通株式の期中平均株式数   (株) 7,480 25,740 7,851

 

2 株式分割について 

    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) 

     当社は、平成 18 年 4月 1日付で普通株式１株に対し 3株の割合で株式分割を行いました。 

     前期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合における（１株当たり情報）の各数値はそれぞれ以下のと

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) 

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 19,150.11円

1株当たり中間純利益 4,572.20円

なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益について
は、潜在株式が存在しないため、記載しておりませ
ん。 
 

1株当たり純資産額 39,274.84円

1株当たり当期純利益 9,359.32円

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益について
は、潜在株式が存在しないため、記載しておりませ
ん。 
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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) 
 
 当社株式は、株式会社ジャスダック証券取引所の承認を経て平成17年11月30日にジャスダック証券取引所
に上場しております。上場に当たり、平成17年11月9日開催の取締役会において、新株式の発行を決議し、
平成17年11月29日に払込が完了いたしました。 
 その概要は次のとおりであります。 

１ 発行新株式 普通株式 1,100株 
２ 発行価格 1株につき450,000円 
３ 発行総額 495,000,000円 
４ 資本組入額 1株につき178,500円 
５ 資本組入額の総額 196,350,000円 
６ 申込期日 平成17年11月25日 
７ 払込期日 平成17年11月29日 
８ 配当起算日 平成17年10月1日 
９ 募集方法 ブックビルディング方式による一般募集 
10 資金の使途 事務所の移転及び販売管理システム更新等に伴う設備投資資金に充当し、残額に 
ついては運転資金に充当する予定であります。 

 
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) 
 
当社は、平成18年3月3日開催の取締役会決議に基づき、平成18年4月1日付をもって、以下の株式分割に

よる新株式の発行を行いました。 
当該株式分割の内容は、下記のとおりであります。 
１ 平成18年4月1日付をもって平成18年3月31日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有株式

数を1株に付き3株の割合をもって分割した。 
２ 分割により増加した株式数    普通株式 17,160株 
３ 配当起算日    平成18年4月1日 
前期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合における（1株当たり情報）の各数値はそれぞれ以下の
とおりであります。 

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 14,994.16円 １株当たり純資産額 39,274.84円

１株当たり当期純利益 8,611.71円 １株当たり当期純利益 9,359.32円

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益につ
いては、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。 

同左 
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