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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 15,030 (   2.1) 1,744 (  14.7) 1,918 (  21.1)

17年9月中間期 14,721 (   6.9) 1,521 (  －  ) 1,584 (  －  )

18年3月期 29,420 3,051 2,855

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 2,703 (  56.1) 24 87

17年9月中間期 1,731 (  －  ) 47 79

18年3月期 8,250 75 90

（注）①期中平均株式数 18年9月中間期 108,696,901株 17年9月中間期 36,236,966株 18年3月期 108,705,042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11月21日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割しております。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事業年度における１株当たり中間純利益は、15円93銭であります。

(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 20,237 9,138 45.2 84 08

17年9月中間期 21,328 235 1.1 6 51

18年3月期 26,386 6,843 25.9 62 96

（注）①期末発行済株式数 18年9月中間期 108,696,802株 17年9月中間期 36,233,642株 18年3月期 108,696,938株

②期末自己株式数 18年9月中間期      72,608株 17年9月中間期 22,828株 18年3月期      72,472株

③平成17年11月21日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割しております。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事業年度における１株当たり純資産は、2円17銭であります。

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 31,800 3,600 3,000

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　  27円  60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 － 3.00 3.00

19年3月期（実績） － － －

19年3月期（予想） － 3.00 3.00

※　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。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の７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）

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 3,233,288 2,265,384 3,971,237

２　受取手形 － 12,477 －

３　売掛金 3,168,437 3,216,120 2,969,104

４　商品 2,211 8,081 3,135

５　販売用不動産 ※２ 311,293 － 311,293

６　仕掛販売用不動産 20,094 － 0

７　未成工事支出金 － 47,279 －

８　繰延税金資産 － 1,518,938 1,205,127

９　その他 342,500 614,793 203,784

貸倒引当金 △31,489 △5,229 △29,052

流動資産合計 7,046,336 33.0 7,677,846 37.9 8,634,630 32.7

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産

（1）建物 ※1.2 2,965,046 1,254,032 2,545,803

（2）土地 ※２ 6,714,368 1,958,846 5,690,591

（3）その他 ※１ 201,747 127,249 159,577

有形固定資産合計 9,881,161 3,340,127 8,395,972

２　無形固定資産 26,361 165,648 183,958

３　投資その他の資産

（1）投資有価証券 223,034 221,852 363,955

（2）関係会社長期貸

付金
264,500 264,500 264,500

（3）繰延税金資産 3,484,593 8,035,587 8,377,832

（4）投資不動産 ※２ － 311,293 －

（5）その他 1,047,003 862,599 795,837

貸倒引当金 △644,103 △642,374 △630,318

投資その他の資産

合計
4,375,027 9,053,458 9,171,807

固定資産合計 14,282,550 67.0 12,559,234 62.1 17,751,738 67.3

資産合計 21,328,887 100.0 20,237,081 100.0 26,386,369 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１　買掛金 597,189 691,797 598,092

２　1年以内返済予定の

長期借入金
※２ 1,600,000 2,000,000 2,000,000

３　未払金 282,982 666,208 305,520

４　未払費用 － 1,078,726 978,089

５　未払法人税等 64,579 64,396 114,539

６　賞与引当金 488,611 485,044 593,694

７　その他 1,264,594 519,128 360,041

流動負債合計 4,297,957 20.2 5,505,301 27.2 4,949,978 18.8

Ⅱ　固定負債

１　長期借入金 ※２ 15,960,000 5,500,000 14,500,000

２　退職給付引当金 768,229 － －

３　役員退職引当金 6,016 33,579 32,637

４　その他 60,884 59,224 60,003

固定負債合計 16,795,129 78.7 5,592,803 27.6 14,592,640 55.3

負債合計 21,093,087 98.9 11,098,104 54.8 19,542,618 74.1
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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 100,000 0.5 － － 100,000 0.4

Ⅱ　利益剰余金

中間（当期）未処

分利益
118,809 － 6,638,070

利益剰余金合計 118,809 0.6 － － 6,638,070 25.2

Ⅲ　その他有価証券評価差

額金
23,767 0.1 － － 114,532 0.4

Ⅳ　自己株式 △6,776 △0.1 － － △8,852 △0.1

資本合計 235,800 1.1 － － 6,843,750 25.9

負債資本合計 21,328,887 100.0 － － 26,386,369 100.0

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１　資本金 － － 100,000 0.5 － －

２　利益剰余金

（1）利益準備金 － 25,000 －

（2）その他利益剰余

金

繰越利益剰余金 － 8,990,569 －

利益剰余金合計 － － 9,015,569 44.5 － －

３　自己株式 － － △8,896 △0.0 － －

株主資本合計 － － 9,106,672 45.0 － －

Ⅱ　評価・換算差額等

　その他有価証券評価

差額金
－ － 32,303 0.2 － －

評価・換算差額等合計 － － 32,303 0.2 － －

純資産合計 － － 9,138,976 45.2 － －

負債純資産合計 － － 20,237,081 100.0 － －
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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 14,721,578 100.0 15,030,908 100.0 29,420,219 100.0

Ⅱ　売上原価 11,369,774 77.2 11,580,427 77.0 22,602,073 76.8

売上総利益 3,351,803 22.8 3,450,481 23.0 6,818,145 23.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,830,700 12.5 1,705,740 11.4 3,766,327 12.8

営業利益 1,521,103 10.3 1,744,740 11.6 3,051,818 10.4

Ⅳ　営業外収益 ※１ 364,335 2.5 284,260 1.9 466,749 1.6

Ⅴ　営業外費用 ※２ 301,023 2.0 110,741 0.7 662,907 2.3

経常利益 1,584,414 10.8 1,918,259 12.8 2,855,661 9.7

Ⅵ　特別利益 ※３ 207,178 1.4 1,038,978 6.9 974,388 3.3

Ⅶ　特別損失 ※４ 3,897 0.0 111,285 0.8 1,633,007 5.5

税引前中間（当
期）純利益

1,787,695 12.2 2,845,952 18.9 2,197,042 7.5

法人税、住民税及
び事業税

56,000 58,000 106,000

法人税等調整額 － 56,000 0.4 84,362 142,362 0.9 △6,159,913 △6,053,913 △20.6

中間（当期）純利
益

1,731,695 11.8 2,703,590 18.0 8,250,955 28.1

前期繰越損失 1,612,885  －  1,612,885  

中間（当期）未処
分利益

118,809 － 6,638,070
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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 

利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

利益準備金

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） 100,000 － 6,638,070 6,638,070 △8,852 6,729,217

中間会計期間中の変動額

利益準備金の積立て（注） － 25,000 △25,000 － － －

剰余金の配当（注） － － △326,090 △326,090 － △326,090

中間純利益 － － 2,703,590 2,703,590 － 2,703,590

自己株式の取得 － － － － △44 △44

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） － 25,000 2,352,499 2,377,499 △44 2,377,455

平成18年９月30日　残高（千円） 100,000 25,000 8,990,569 9,015,569 △8,896 9,106,672

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） 114,532 114,532 6,843,750

中間会計期間中の変動額

利益準備金の積立て（注） － － －

剰余金の配当（注） － － △326,090

中間純利益 － － 2,703,590

自己株式の取得 － － △44

株主資本以外の項目の中間会計期間中の

変動額（純額）
△82,229 △82,229 △82,229

中間会計期間中の変動額合計（千円） △82,229 △82,229 2,295,225

平成18年９月30日　残高（千円） 32,303 32,303 9,138,976

 （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

総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

却原価は総平均法により算

定）

(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

純資産直入法により処理し、

売却原価は総平均法により算

定）

(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

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

価は総平均法により算定）

時価のないもの

総平均法による原価法

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（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

同左

時価のないもの

同左

(2）棚卸資産

販売用不動産・仕掛販売用不動産

(2）棚卸資産

未成工事支出金

(2）棚卸資産

販売用不動産・仕掛販売用不動産

　個別法による原価法によってお

ります。

同左 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。

　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、定額法を採用

しております。

　なお、耐用年数及び残存価額に

ついては、法人税法に規定する方

法と同一の基準によっております。

(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

　定額法によっております。

　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）に基づく定額法を

採用しております。

(2）無形固定資産

　定額法によっております。

　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）に基づく定額法を

採用しております。

  のれんについては、５年間の均

等償却によっております。

(2）無形固定資産

　定額法によっております。

　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）に基づく定額法を

採用しております。

  営業権については、５年間の均

等償却によっております。
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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）

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財務内容評価

法に基づき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

　従業員に対する賞与の支給に充

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

　従業員に対する賞与の支給に充

てるため、支給見込額を計上して

おります。

(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。

　数理計算上の差異は、各事業年

度の発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数

（５年）による定額法により按分

した額をそれぞれ発生時の事業年

度から費用処理しております。

───── (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

計上しております。

　数理計算上の差異は、各事業年

度の発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数

（５年）による定額法により按分

した額をそれぞれ発生時の事業年

度から費用処理しております。

（追加情報）　

　当社は平成18年3月に適格退職

年金制度を廃止し、確定拠出年金

制度に移行し「退職給付制度間の

移行等に関する会計処理」（企業

会計基準適用指針第１号）を適用

しております。

  本移行に伴う影響額は特別利益

として756,262千円計上しており

ます。

(4）役員退職引当金

　役員退職金の将来の支出に備え

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。

(3）役員退職引当金

同左

(4）役員退職引当金

　役員退職金の将来の支出に備え

るため、内規に基づく期末要支給

額を計上しております。

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

税等の中間期末残高の相殺後の金

額は、流動負債の「その他」に含

めております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

　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。
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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。

  これにより税引前当期純利益は

1,371,712千円減少しております。

  なお、減損損失累計額については、

改正後の財務諸表等規則に基づき各資

産の金額から直接控除しております。

───── （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9,138,976千円であります。

  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。

─────

表示方法の変更

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）

 （中間貸借対照表）  （中間貸借対照表）

    前中間会計期間末まで「出資金」として計上しており

ました投資事業組合に対する出資金は「証券取引法の一

部を改正する法律」（平成16年６月９日法律第97号）が

平成16年12月１日から施行されたため、当中間会計期間

末においては「投資有価証券」として計上しており、金

額は19,837千円であります。

１．前中間会計期間末まで「退職給付引当金」に含めて計

上しておりました、執行役員及び参与に対する金額につ

いて、当中間会計期間から「役員退職引当金」に含めて

計上しております。

    なお、前中間会計期間及び当中間会計期間における当

該金額は、それぞれ17,922千円及び16,041千円でありま

す。

 ２．前中間会計期間末まで流動負債の「その他」に含めて

計上しておりました「未払費用」は、当中間会計期間末

において負債及び純資産の合計額の100分の５を超えた

ため区分掲記いたしました。

  なお、前中間会計期間末の「未払費用」の金額は

979,107千円であります。
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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 ※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

3,767,953千円 1,192,886千円 3,293,892千円

※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。

※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。

※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。

建物 2,919,919 千円

土地 6,577,962

販売用不動産 311,293

投資有価証券 154,912

計 9,964,089

建物 1,204,816 千円

土地 1,822,440

投資不動産 311,293

計 3,338,550

建物 2,502,202 千円

土地 5,554,185

販売用不動産 311,293

計 8,367,682

　担保付債務は次のとおりであります。 　担保付債務は次のとおりであります。 　担保付債務は次のとおりであります。

長期借入金

（１年以内返済予
定額を含む）

17,560,000 千円

長期借入金

（１年以内返済予
定額を含む）

7,500,000 千円

長期借入金
（１年以内返済予定
額を含む）

16,500,000 千円

（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　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

受取利息 11,285 千円

受取配当金 1,303

家賃収入 46,599

業務受託収入 35,100

団体定期保険配当金 188,764

受取利息 7,440 千円

受取配当金 801

家賃収入 42,974

業務受託収入 35,100

団体定期保険配当金 179,184

受取利息 18,628 千円

受取配当金 1,793

家賃収入 91,915

業務受託収入 70,200

団体定期保険配当金 188,764

※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 247,699 千円

賃貸固定資産費用 23,860

支払利息 74,884 千円

賃貸固定資産費用 22,475

支払利息 440,864 千円

賃貸固定資産費用 48,297

支払手数料 115,173

※３　          ───── ※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

固定資産売却益 1,028,664 千円 退職給付制度移行益 756,262 千円

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

退職給付制度移行損 95,300 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 130,665 千円

無形固定資産 7,598

有形固定資産 56,866 千円

無形固定資産 18,264

有形固定資産 232,458 千円

無形固定資産 31,737
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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）

 自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式数

（株）

当中間会計期間増加

　　株式数（株）

当中間会計期間減少

　　株式数（株）

当中間会計期間末株

式数（株）

 普通株式　（注） 72,472 136 － 72,608

 　　　　合計 72,472 136 － 72,608

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加 136株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

（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円 51銭

１株当たり中間純利益金額 47円 79銭

１株当たり純資産額 84円 08銭

１株当たり中間純利益金額 24円 87銭

潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額
24円 85銭

１株当たり純資産額 62円 96銭

１株当たり当期純利益金額 75円 90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、ストックオプション制度

を採用しておりますが、取締役会での付与決

議が未済であり、潜在株式がないため記載し

ておりません。

  当社は平成17年11月21日付で株式１株につ

き３株の株式分割を行っております。

  なお、当該株式分割が前期首に行われたと

仮定した場合の前中間会計期間における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 2円 17銭

１株当たり中間純利益金額 15円 93銭

  前中間会計期間における潜在株式調整後１

株当たり中間純利益金額については、ストッ

クオプション制度を採用しておりますが、取

締役会での付与決議が未済であり、潜在株式

がないため記載しておりません。

　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

については、ストックオプション制度を採用

しておりますが、当期末において付与決議が

未済であり、潜在株式がないため記載してお

りません。

  また、当社は平成17年11月21日付で株式１

株につき３株の株式分割を行っております。

  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 △13円 63銭

１株当たり当期純損失金額 357円 45銭

　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

については、１株当たり当期純損失が計上さ

れており、また、潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

　（注）１．１株当たり純資産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)

純資産の部の合計額（千円） － 9,138,976 －

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） － － －

普通株式に係る中間期末の純資産額（千円） － 9,138,976 －

１株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末

の普通株式の数（千株）
－ 108,696 －

　２．１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（千円） 1,731,695 2,703,590 8,250,955

  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） 1,731,695 2,703,590 8,250,955

  期中平均株式数（千株） 36,236 108,696 108,705

 

潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額

  中間(当期)純利益調整額（千円） － － －

  普通株式増加数（千株） － 90 －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり中間純利益金額の算定に含めなかった

潜在株式の概要

－

新株予約権（平成17年６月29

日定時株主総会決議によるも

の）。

  なお、概要につきましては

「４．中間連結財務諸表等 

注記事項 （ストックオプショ

ン等関係）」に記載のとおり

であります。

－
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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）

株式の分割

  当社は平成17年９月14日開催の取締役会において、株式の分割について下記のとおり決議いたしました。

１. 株式分割の目的

  株式の１株当たりの投資金額を引き下げると共に、投資家層の拡大及び株式の流動性の向上を図り、投資家の皆

様により投資しやすい環境を整えることを目的としております。

２. 株式分割の概要

（1）分割の方法

  平成17年９月30日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主の所有株式数を、１株につき３株

の割合をもって分割いたします。

（2）分割により増加する株式数

普通株式       72,512,940株

３. 配当起算日   平成17年10月１日

４. 効力発生日   平成17年11月21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となります。

前中間会計期間
（自　平成16年４月１日
至　平成16年９月30日）

当中間会計期間
（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16年４月１日
至　平成17年３月31日）

１株当たり純資産額 △64円 51銭

１株当たり中間純損失金

額
110円 40銭

１株当たり純資産額 2円 17銭

１株当たり中間純利益金

額
15円 93銭

１株当たり純資産額 △13円 63銭

１株当たり当期純損失金

額
357円 45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、１株当たり

中間純損失が計上されており、また、

潜在株式がないため記載しておりませ

ん。

  なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、ストックオ

プション制度を採用しておりますが、

取締役会での付与決議が未済であり、

潜在株式が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、１株当たり

当期純損失が計上されており、また、

潜在株式がないため記載しておりませ

ん。

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）

「４．中間連結財務諸表等  注記事項  （重要な後発事象）」 に記載のとおりであります。
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