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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 2,600 89.9 233 43.2 189 19.8

17年９月中間期 1,369 － 163 － 157 －

18年３月期 3,492 464 457

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 100 5.5 6,965 84

17年９月中間期 95 － 7,876 18

18年３月期 279 22,034 25

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 14,451株 17年９月中間期 12,110株 18年３月期 12,671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平成17年９月中間期より中間財務諸表の開示を行なっていますので、平成17年９月中間期の対前年中間期増減率は表示していません。

(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 4,291 3,344 77.9 218,348 59

17年９月中間期 1,044 398 38.2 32,080 25

18年３月期 1,648 639 38.8 48,016 61

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 15,315株 17年９月中間期 12,415株 18年３月期 13,315株

②期末自己株式数 18年９月中間期 0株 17年９月中間期 0株 18年３月期 0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 7,001 587 345

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　22,532円42銭

※　平成18年10月１日付をもって株式分割を行いますが、１株当たりの予想当期純利益の計算には、平成18年９月30日現

在の発行済株式数15,315株をベースに計算しております。

 

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 0 0 0 0 0 0

19年３月期（実績） 0 0 － － 0 0

19年３月期（予想） － － 0 0 0 0

※　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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８．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  392,471   2,993,323   2,600,851 717,307   

２．売掛金  472,884   821,465   348,580 739,107   

３．たな卸資産  109   183   73 129   

４．繰延税金資産  6,247   12,068   5,821 14,964   

５．その他  33,265   23,472   △9,792 29,633   

貸倒引当金  △2,700   △1,769   930 △4,000   

流動資産合計   902,278 86.4  3,848,744 89.7 2,946,465  1,497,142 90.8

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産 ※１ 51,249   98,925   47,675 49,627   

２．無形固定資産  44,771   79,348   34,576 53,691   

３．投資その他の
資産

           

(1）繰延税金資
産

 2,120   5,526   3,405 3,822   

(2）その他  43,581   258,659   215,077 44,014   

計  45,702   264,185   218,483 47,837   

固定資産合計   141,724 13.6  442,459 10.3 300,735  151,156 9.2

資産合計   1,044,002 100.0  4,291,203 100.0 3,247,201  1,648,298 100.0

            

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．買掛金  366,047   721,378   355,330 621,273   

２．一年以内返済
予定長期借入
金

 53,818   19,383   △34,435 48,758   

３．未払法人税等  68,534   76,295   7,760 180,394   

４．ポイント引当
金 

 －   10,771   10,771 －   

５．その他 ※２ 54,634   101,059   46,424 80,219   

流動負債合計   543,035 52.0  928,887 21.7 385,851  930,645 56.5

Ⅱ　固定負債            

１．長期借入金  102,691   18,308    78,312   

固定負債合計   102,691 9.8  18,308 0.4 △84,383  78,312 4.7

負債合計   645,726 61.8  947,195 22.1 301,468  1,008,957 61.2

            

－ 2 －



  
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   113,365 10.9  － － △113,365  141,985 8.6

Ⅱ　資本剰余金            

１．資本準備金  103,365   －    131,985   

資本剰余金合計   103,365 9.9  － － △103,365  131,985 8.0

Ⅲ　利益剰余金            

１．中間（当期）
未処分利益

 181,546       365,371   

利益剰余金合計   181,546 17.4  － － △181,546  365,371 22.2

資本合計   398,276 38.2  － － △398,276  639,341 38.8

負債・資本合計   1,044,002 100.0  － － △1,044,002  1,648,298 100.0

            

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本         

　１　資本金  － － 1,443,985 33.6 1,443,985 － －

　２　資本剰余金   

　　(1)資本準備金 － 1,433,985  －

　　　資本剰余金合

計
－ － 1,433,985 33.4 1,433,985 － －

　３　利益剰余金   

(1)その他利益

   剰余金 
  

　　　　 繰越利益剰

余金
－ 466,038  －

　　　利益剰余金合

計
 － － 466,038 10.9 466,038 － －

　　　　 株主資本合

計
 － － 3,344,008 77.9 3,344,008 － －

純資産合計 － － 3,344,008 77.9 3,344,008 － －

負債純資産合計 － － 4,291,203 100.0 4,291,203 － －
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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   1,369,666 100.0  2,600,488 100.0 1,230,821  3,492,594 100.0

Ⅱ　売上原価   981,194 71.6  1,946,973 74.9 965,779  2,540,065 72.7

売上総利益   388,472 28.4  653,514 25.1 265,042  952,528 27.3

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  225,348 16.5  419,913 16.1 194,565  487,610 14.0

営業利益   163,123 11.9  233,601 9.0 70,477  464,918 13.3

Ⅳ　営業外収益   555 0.0  370 0.0 △184  1,427 0.0

Ⅴ　営業外費用 ※１  5,842 0.4  44,944 1.7 39,102  8,680 0.2

経常利益   157,837 11.5  189,027 7.3 31,190  457,665 13.1

Ⅵ　特別利益   2,241 0.2  2,230 0.1 △10  5,277 0.2

Ⅶ　特別損失 ※２  － －  17,975 0.7 17,975  － －

税引前中間
（当期）純利
益

  160,078 11.7  173,283 6.7 13,204  462,943 13.3

法人税、住民
税及び事業税

 66,930   71,423    196,388   

法人税等調整
額

 △2,233 64,697 4.7 1,191 72,615 2.8 7,918 △12,652 183,736 5.3

中間（当期）
純利益

  95,381 7.0  100,667 3.9 5,285  279,206 8.0

前期繰越利益   86,164   －  －  86,164  

中間（当期）
未処分利益

  181,546   －  －  365,371  

            

－ 4 －



(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 

純資産合計 
資本金 

資本剰余金  利益剰余金

株主資本合計 
資本準備金 

資本剰余金

合計 

その他利益

剰余金 利益剰余金

合計 繰越利益

剰余金

平成18年３月31日　残高

（千円）
141,985 131,985 131,985 365,371 365,371 639,341 639,341

中間会計期間中の変動額

 　新株の発行 1,302,000 1,302,000 1,302,000   2,604,000 2,604,000

 　中間純利益    100,667 100,667 100,667 100,667

 中間会計期間中の変動額合計

（千円）
1,302,000 1,302,000 1,302,000 100,667 100,667 2,704,667 2,704,667

 平成18年９月30日　残高

（千円）
1,443,985 1,433,985 1,433,985 466,038 466,038 3,344,008 3,344,008
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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

関連会社株式

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

関連会社株式

同左

 

その他有価証券

時価のないもの

移動平均法による原価法

(1）有価証券

関連会社株式

同左

 

　　　　─────

(2）デリバティブ

時価法を採用しております。

(2）デリバティブ

同左

(2）デリバティブ

同左

(3）たな卸資産

仕掛品

個別法による原価法を採用して

おります。

(3）たな卸資産

同左

(3）たな卸資産

同左

貯蔵品

先入先出法による原価法を採用

しております。

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。

建物附属設備　　８～15年

工具器具備品　　４～８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

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウエア

については、社内における利用

可能期間（３～５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．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）ポイント引当金 

  顧客に付与されたポイントの使

用による費用発生に備えるため、

当中間会計期間末において将来使

用されると見込まれる額を計上し

ております。

 （追加情報）

  ポイント引当金は、ポイント付

与数及びポイント利用数が増加し

たことから重要性が増し、かつ、

当中間会計期間末において将来利

用されると見込まれる額の合理的

な算定が可能となったことから、

当中間会計期間より計上すること

といたしました。

  これに伴い、従来の方法に比較

して売上総利益、営業利益及び経

常利益はそれぞれ4,999千円減少し、

さらに特別損失として過年度分の

ポイント引当金繰入額を5,771千円

計上したことにより、税金等調整

前中間純利益は10,771千円減少し

ております。

　　　　─────
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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）

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

税抜方式によっております。

同左 同左

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。

（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。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は

3,344,008千円であります。

　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貸借対照表の

純資産の部については、改正後の中間財務

諸表等規則により作成しております。

 

（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。
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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

16,412千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

39,178千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

26,944千円

※２　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。

※２　　　　　　　同左

 

※２　　　　　　　同左

　３　　　　　───── ３　当社は、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

に係る借入実行残高は次のとおりでありま

す。

 

当座貸越極度額 300,000千円

借入実行残高 ―

差引額  300,000千円

 

　３　　　　　─────

（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　営業外費用のうち主要なもの ※１　営業外費用のうち主要なもの ※１　営業外費用のうち主要なもの

支払利息 2,825千円

借入金期限前返済解

約費用

2,253千円

支払利息 1,757千円

上場関連費用 33,175千円

株式交付費  9,558千円

支払利息 4,924千円

借入金期限前返済

解約費用 

 2,253千円

新株発行費  1,101千円

※２　　　　　───── ※２　特別損失のうち主要なもの

本社移転費用  12,117千円

過年度ポイント引当金繰

入額 

 5,771千円

※２　　　　─────

３　減価償却実施額 ３　減価償却実施額 ３　減価償却実施額

有形固定資産 8,504千円

無形固定資産 6,291千円

有形固定資産 14,592千円

無形固定資産 12,513千円

有形固定資産 19,762千円

無形固定資産 17,179千円

（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）において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

　中間財務諸表等規則第５条の３の規定に

より、注記を省略しております。

(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

　財務諸表等規則第８条の６第６項の規定

により、注記を省略しております。

 

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

3,612 301 3,311

合計 3,612 301 3,311

 (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

 

１年内 863千円

１年超 2,468千円

合計 3,332千円

 (3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額及び減損損失

 

支払リース料 324千円

減価償却費相当額 301千円

支払利息相当額 44千円

(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。

(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。

（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。

②　有価証券

  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）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 32,080円25銭

１株当たり中間純利益 7,876円18銭

 

　なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益については、新株予約権の残高はあります

が、当社株式は非上場であるため、期中平均

株価が把握できませんので記載しておりませ

ん。

 

１株当たり純資産額 218,348円59銭

１株当たり中間純利益 6,965円84銭

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益 

 6,505円69銭

１株当たり純資産額 48,016円61銭

１株当たり当期純利益 22,034円25銭

 

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利

益については、新株予約権の残高はあります

が、当社株式は非上場であるため、期中平均

株価が把握できませんので記載しておりませ

ん。

　当社は、平成17年４月８日付で普通株式１

株につき50株の株式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

は、以下のとおりとなります。

  当社は、平成17年４月８日付で普通株式１

株につき50株の株式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

は、以下のとおりとなります。

　前事業年度 　前事業年度 

１株当たり純資産額 17,851円22銭

１株当たり当期純利益 6,065円54銭

１株当たり純資産額 17,851円22銭

１株当たり当期純利益 6,065円54銭

　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。

　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株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、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（千円） 95,381 100,667 279,206

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） 95,381 100,667 279,206

期中平均株式数（株） 12,110 14,451 12,671

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（千円） － － －

普通株式増加数（株） － 1,022 －

（うち新株予約権） － 1,022 －

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）純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

新株予約権（新株予約権の

数1,994個）。

 　　 　───── 新株予約権（新株予約権の

数1,081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）

新株予約権の権利行使による増資

　平成17年10月17日に第２回新株予約権に係

る新株予約権の一部について下記のとおり権

利行使を受けました。

１．増加した株式の種類及び数

普通株式　900株

２．増加した資本金　        28,620千円

３．増加した資本準備金　　　28,620千円

 

 

 株式分割 

　平成18年８月14日開催の取締役会決議に基

づき、下記のとおり株式分割による新株式を

発行いたしております。

(1）分割方法　

  平成18年９月30日最終の株主名簿に記載

または記録された株主の所有普通株式１株

につき５株の割合をもって分割します。  

(2）分割により増加する株式数

 株式分割前の当社発行済株式総数

　　　　15,315株

株式分割により増加する株式数

61,260株

株式分割後の当社発行済株式総数

76,575株

株式分割後の発行可能株式総数 

306,300株

  (3）日程

    割当基準日  　       平成18年９月30日

    効力発生日　         平成18年10月１日 

(4）配当起算日

　　　　　　　　       平成18年４月１日

　当該株式分割が前期首に行われたと仮定

した場合の前中間会計期間及び前事業年度

における１株当たり情報、及び当期首に行

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

とおりであります。

 

前中間

会計期間

当中間

会計期間

前事業

年度

１株当たり

純資産額 

6,416円05銭 

１株当たり

純資産額  

43,669円72銭 

１株当たり

純資産額  

9,603円32銭 

１株当たり

中間純利益  

1,575円24銭 

１株当たり

中間純利益  

1,393円17銭 

１株当たり

当期純利益  

4,406円85銭 

　なお、潜在

株式調整後１

株当たり中間

純利益につい

ては新株予約

権の残高はあ

りますが、当

社株式は非上

場であるため

期中平均株価

が把握できま

せんので記載

しておりませ

ん。 

潜在株式調整

後１株当たり

中間純利益 

1,301円14銭 

　なお、潜在

株式調整後１

株当たり当期

純利益につい

ては新株予約

権の残高はあ

りますが、当

社株式は非上

場であるため

期中平均株価

が把握できま

せんので記載

しておりませ

ん。 

　平成18年５月22日及び平成18年６月１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

1,443,985千円、発行済株式総数は15,315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    2,000株 

  ③発行価格 ：１株につき

　 　　　 1,400,000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

　 　　　 1,302,000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

   　　　 1,020,000円

　(資本組入額

   　　　　 651,000円)

⑥発行価額 

　の総額　

：　　  2,040,000千円 

⑦払込金額

  の総額　

：      2,604,000千円 

⑧資本組入額

　の総額  

：      1,302,000千円 

⑨払込期日 ：    平成18年6月19日

⑩資金の使途　  ：設備投資及び長期借入

  金の返済
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