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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 17 日 
上場会社名 株式会社デジタルスケープ 上場取引所 大阪証券取引所（ヘラクレス） 

コード番号 2430 本社所在都道府県 東京都 

（ＵＲＬ http://www.dsp.co.jp/ ）   
 

代 表 者 役職名 代 表 取 締 役 社 長 藤川 幸廣 

問合せ先責任者 役職名 常 務 取 締 役 管 理 担 当 篠原  淳 ＴＥＬ：（03）5459-6200 

決算取締役会開催日 平成 18 年 11 月 17 日  中間配当制度の有無 有 

中間配当支払開始日 平成 －年 －月 －日  単元株制度採用の有無 無 
 

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 （百万円未満切捨）

　　　　　  百万円 ％ 　　　　  百万円 ％ 　　　　  百万円 ％ 　　　　　  百万円 ％

18年９月中間期 3,005  19.2 68  △20.8 70  △16.9 39  △19.7

17年９月中間期 2,521  9.1 86  △16.4 84  △18.0 49  △22.1

(参考)18年３月期 5,355  11.1 235  △0.5 234  11.6 135  9.9

中間（当期）純利益経常利益売上高 営業利益

 

　　　　　円 銭

18年９月中間期 1,374  06

17年９月中間期 1,725  18

(参考)18年３月期 4,472  86

（注）１．期中平均株式数 18年９月中間期 28,702株 　17年９月中間期 28,474株　　18年３月期 28,523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。

１株当たり中間
（当期）純利益

 
 

 

（２）財政状態 （百万円未満切捨）

　　　　　　百万円 　　　　　　百万円 ％ 　　　　　円 銭

18年９月中間期 2,646 1,081 40.9 37,654 15

17年９月中間期 1,815 979 53.9 34,303 74

(参考)18年３月期 2,191 1,072 48.9 37,168 19

（注）１．期末発行済株式数　18年９月中間期 28,724株　　17年９月中間期 28,540株　　　18年３月期 28,634株

（注）２．期末自己株式数　　18年９月中間期 00,0－株　　17年９月中間期 00,0－株　  　18年３月期 00,0－株

１株当たり純資産自己資本比率総資産 純資産

 

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）

     百万円   百万円    百万円

通 期 6,360 207 116

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　　4,038円43銭

（注）１.  平成19年３月通期の業績予想につきましては、平成18年５月12日に発表いたしました予想に変更はありません。

２． １株当たり予想当期純利益につきましては、当中間期末発行済株式数により算出しております。

売上高 当期純利益経常利益

 

３．配当状況

第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

XXXXXXX－ XXXXXX－ XXXXXXX－ 1,000.00 XXXXX－ 1,000.00

XXXXXXX－ XXXXXX－ XXXXXXX－ XXXXXXX－ XXXXX－

XXXXXXX－ XXXXXX－ XXXXXXX－ 1,200.00 XXXXX－

19年３月期（実績）

19年３月期（予想）

１株当たり配当金（円）  ・現金配当

18年３月期

1,200.00

 
※． 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います。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。
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３．中間財務諸表等 
（１）中間貸借対照表 

注記
番号

構成比
（%)

構成比
（%)

構成比
（%)

（資　産　の　部）

Ⅰ　流　動　資　産

1．現金及び預金 660,083 677,215 633,239

2．売掛金 634,632 734,427 753,511

3．たな卸資産 155 2,273 －

4．関係会社短期貸付金 － 465,000 230,000

5．繰延税金資産 25,421 38,499 33,174

6．その他 66,297 118,497 19,804

   貸倒引当金 △200 △124 △296

流動資産合計 1,386,389 76.4 2,035,789 76.9 1,669,434 76.2

Ⅱ　固　定　資　産

（１）有形固定資産

1．建物 36,742 41,463 41,163 

減価償却累計額 △ 11,301 25,441 △ 14,416 27,046 △ 11,624 29,539

2．器具及び備品 81,831 84,656 87,826 

減価償却累計額 △ 49,323 32,508 △ 57,383 27,272 △ 57,348 30,477

有形固定資産合計 57,949 3.2 54,319 2.1 60,017 2.7 

（２）無形固定資産

1．ソフトウェア 93,453 79,132 76,882

2．その他 598 7,964 1,484

無形固定資産合計 94,051 5.2 87,097 3.3 78,366 3.6 

（３）投資その他の資産

1．投資有価証券 15,825 34,477 34,648

2．関係会社株式 102,623 196,916 129,923

3．繰延税金資産 47,654 50,130 48,863

4．敷金保証金 67,275 123,854 123,650

5．保険積立金 43,122 48,510 45,816

6．その他 552 15,727 350

投資その他の資産合計 277,053 15.2 469,617 17.7 383,251 17.5 

固定資産合計 429,055 23.6 611,034 23.1 521,635 23.8

資産合計 1,815,444 100.0 2,646,824 100.0 2,191,069 100.0

前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年３月31日）

金額（千円）

前中間会計期間末 当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

金額（千円） 金額（千円）区分

（平成17年９月30日）
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注記
番号

構成比
（%)

構成比
（%)

構成比
（%)

（負　債　の　部）

Ⅰ　流　動　負　債

1．短期借入金 20,000 480,000 220,000

2． 13,352 － 3,356

3．未払費用 497,574 621,431 540,353

4．未払法人税等 32,221 39,850 62,919

5．賞与引当金 44,858 64,003 53,060

6．役員賞与引当金 － 8,778 －

7．その他 ※ 141,429 249,275 145,292

流動負債合計 749,434 41.3 1,463,339 55.3 1,024,980 46.8 

Ⅱ　固　定　負　債

1．退職給付引当金 19,615 22,883 21,019

2．役員退職慰労引当金 67,366 79,022 72,625

固定負債合計 86,981 4.8 101,906 3.8 93,645 4.3 

負債合計 836,415 46.1 1,565,246 59.1 1,118,625 51.1 

（資　本　の　部）

Ⅰ　資　本　金 332,666 18.3 －   － 336,113 15.3 

Ⅱ　資　本　剰　余　金   －

資本準備金 300,966 －   － 304,413 

資本剰余金合計 300,966 16.6 －   － 304,413 13.9 

Ⅲ　利　益　剰　余　金   －

1． 4,120 －   － 4,120 

2．任意積立金 3,796 －   － 3,796 

3． 337,068 －   － 423,695 

利益剰余金合計 344,985 19.0 －   － 431,611 19.7 

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 410 0.0 －   － 305 0.0 

資本合計 979,028 53.9 －   － 1,072,443 48.9 

負債・資本合計 1,815,444 100.0 －   － 2,191,069 100.0 

前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年３月31日）

金額（千円）

中間（当期）未処分利益

1年以内返済予定長期借入
金

利益準備金

区分 金額（千円）

前中間会計期間末
（平成17年９月30日）

金額（千円）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）
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注記
番号

構成比
（%)

構成比
（%)

構成比
（%)

（純　資　産　の　部）

Ⅰ　株　主　資　本

1．資本金 －   － 339,413 12.8 －   －

2．資本剰余金

（１）資本準備金 － 307,713 －

資本剰余金合計 －   － 307,713 11.7 －   －

3．利益剰余金

（１）利益準備金 － 4,120 －

（２）その他利益剰余金

（２）特別償却準備金 － 2,316 －

－ 427,809 －

利益剰余金合計 －   － 434,246 16.4 －   －

株主資本合計 －   － 1,081,373 40.9 －   －

Ⅱ　評価・換算差額等

  　その他有価証券評価差額金 － 204 －

評価・換算差額等合計 －   － 204 0.0 －   －

純資産合計 －   － 1,081,577 40.9 －   －

負債、純資産合計 －   － 2,646,824 100.0 －   －

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

（平成17年９月30日） （平成18年９月30日） （平成18年３月31日）

（３）繰越利益剰余金

前中間会計期間末 当中間会計期間末 前事業年度の要約貸借対照表
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（２）中間損益計算書 

注記
番号

Ⅰ 売上高 2,521,729 100.0 3,005,990 100.0 5,355,476 100.0

Ⅱ 売上原価 1,840,503 73.0 2,241,152 74.6 3,884,501 72.5

売上総利益 681,225 27.0 764,837 25.4 1,470,974 27.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 594,526 23.6 696,181 23.1 1,235,268 23.1

営業利益 86,699 3.4 68,656 2.3 235,706 4.4

Ⅳ 営業外収益 ※1 652 0.0 4,205 0.1 1,984 0.0

Ⅴ 営業外費用 ※2 2,392 0.0 2,226 0.1 3,302 0.0

経常利益 84,959 3.4 70,635 2.3 234,387 4.4

Ⅵ 特別利益 ※3 220 0.0 172 0.0 124 0.0

Ⅶ 特別損失 ※4 1,038 0.1 482 0.0 2,432 0.1

税引前中間（当期）純利
益

84,141 3.3 70,325 2.3 232,079 4.3

法人税、住民税及び
事業税

29,801 37,409 100,002

法人税等調整額 5,217 35,018 1.3 △6,523 30,886 1.0 △3,672 96,329 1.8

中間（当期）純利益 49,123 2.0 39,439 1.3 135,749 2.5

前期繰越利益 287,945   － 287,945

中間（当期）未処分利益 337,068   － 423,695

区分
百分比
（%)

百分比
（%)

百分比
（%)

金額（千円）金額（千円）

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

金額（千円）
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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） （単位　千円）

評価・換算
差額等

資本剰余金

特別償却準
備金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日残高 336,113 304,413 4,120 3,796 423,695 431,611 1,072,138 305 1,072,443

新株の発行 3,300 3,300 - 6,600 6,600

剰余金の配当 △28,634 △28,634 △28,634 △28,634

役員賞与 △8,170 △8,170 △8,170 △8,170

中間純利益 39,439 39,439 39,439 39,439

特別償却準備金振替 △1,479 1,479 　　　－ 　　　－ 　　　－

株主資本以外の項目の中
間会計期間中の変動額
（純額）

- - △101 △101

3,300 3,300 　　　－ △1,479 4,114 2,635 9,235 △101 9,133

平成18年９月30日残高 339,413 307,713 4,120 2,316 427,809 434,246 1,081,373 204 1,081,577

株主資本

純資産合計

株主資本
合計

その他有価
証券評価差
額金

中間会計期間中の変動額

中間会計期間中の変動額合計

資本金

利益剰余金

資本準備金 利益準備金
利益剰余金
合計

その他利益剰余金
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   中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

１. 　有価証券 　有価証券 　有価証券

移動平均法による原
価法

その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券
時価のあるもの 時価のあるもの 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）

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）

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 時価のないもの 時価のないもの
移動平均法による原
価法

２． (1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産
定率法を採用しております。

建物　８～10年
器具及び備品　４～６年

(2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産
定額法を採用しております。

３. 　新株発行費 　株式交付費 　新株発行費

４. (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金

(2) 賞与引当金 (2) 賞与引当金 (2) 賞与引当金

資産の評価基準及び
評価方法

固定資産の減価償却
の方法

同左

同左

前中間会計期間

同左

同左

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

自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日

子会社株式及び関連会社
株式

子会社株式及び関連会社
株式

同左

項目

なお、主な耐用年数は以
下のとおりであります。

自社利用のソフトウエア
については、社内におけ
る５年以内の利用可能期
間に基づく定額法により
償却しております。

支出時に全額費用とし
て処理しております。

繰延資産の処理方法

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。

引当金の計上基準

従業員の賞与の支払に備
えるため、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。

同左

同左

同左

同左

前事業年度
自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日

同左

子会社株式及び関連会社
株式

同左

同左

同左 従業員の賞与の支払に備
えるため、支給見込額の
当事業年度負担額を計上
しております。
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(3) (3) 役員賞与引当金 (3)

(4) 退職給付引当金 (4) 退職給付引当金 (4) 退職給付引当金

(5) 役員退職慰労引当金 (5) 役員退職慰労引当金 (5) 役員退職慰労引当金

５．リース取引の処理方
法

６．

役員に対する賞与の支払
に備えるため、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。

（会計方針の変更）

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 消費税等の会計処理 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

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

従業員の退職給付に備え
るため、当中間会計期間
末における退職給付債務
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。

役員の退職慰労金の支給
に備えるため、内規に基
づく当中間会計期間末要
支給額を計上しておりま
す。

従業員の退職給付に備え
るため、当中間会計期間
末における退職給付債務
の見込額に基づき、計上
しております。

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

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の見
込額に基づき、計上して
おります。

前事業年度
自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日

同左

役員の退職慰労金の支給
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。

同左

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

役員賞与は、従来、利益
処分により未処分利益を
減少する処理を行ってお
りましたが、「役員賞与
に関する会計基準」（企
業会計基準第４号　平成
17年11月29日）に基づ
き、当中間会計期間より
発生時に費用処理する方
法に変更しております。
この結果、従来の方法に
よった場合に比べ、営業
利益、経常利益及び税引
前中間純利益がそれぞれ
8,778千円減少しておりま
す。
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更 

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

前中間会計期間
自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日

自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日

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
適用しています。
　従来の資本の部の合計に相当する
金額は、1,081,577千円でありま
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、改正後の中間財務諸表等規則に
より作成しております。

当中間会計期間

「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)
を当事業年度から適用しておりま
す。これによる損益への影響はあり
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

「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)
を当中間会計期間から適用しており
ます。これによる損益への影響はあ
りません。

前事業年度
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注記事項 
（中間貸借対照表関係） 

※  消費税等の取扱い ※  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。

同左

前中間会計期間末

　(平成17年９月30日）

当中間会計期間末 前事業年度

　（平成18年３月31日）（平成18年９月30日）

 

    （中間損益計算書関係） 

※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　　　　　　　　7千円 受取利息　 　 　　　3,431千円 受取利息　　　 　 　1,240千円
受取配当金　　　　　　500千円 受取配当金　　　　　　501千円 受取配当金　　　　　　500千円

※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　　　　　　　479千円 支払利息　　　　　　2,222千円 支払利息　　　　　　1,388千円
新株発行費　　　 　 1,903千円 新株発行費　　　 　 1,904千円

※３. 特別利益の内訳 ※３. 特別利益の内訳 ※３. 特別利益の内訳
貸倒引当金戻入益　　　220千円 貸倒引当金戻入益　　　172千円 貸倒引当金戻入益　　　124千円

※４. 特別損失の内訳 ※４. 特別損失の内訳 ※４. 特別損失の内訳
建物除却損　　　　　　942千円 器具及び備品除却損　  482千円 建物除却損　　　　　2,336千円
器具及び備品除却損　   96千円 器具及び備品除却損　   96千円

　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　　　　9,156千円 有形固定資産　　　　8,392千円 有形固定資産　　　 20,312千円
無形固定資産　　　 12,800千円 無形固定資産　　　 11,953千円 無形固定資産　　　 27,079千円

自　平成17年４月１日 自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日

当中間会計期間前中間会計期間

至　平成17年９月30日 至　平成18年３月31日

前事業年度
自　平成17年４月１日

 
 

（中間株主資本等変動計算書関係） 
   中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 
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（リース取引関係） 

1. 1. 1.

取得価額
相当額

減価償却
累計額相
当額

中間期末
残高相当
額

取得価額
相当額

減価償却
累計額相
当額

中間期末
残高相当
額

取得価額
相当額

減価償却
累計額相
当額

期末残高
相当額

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

器具
及び
備品

37,400 22,814 14,586

器具
及び
備品

43,872 30,773 13,099

器具
及び
備品

36,243 25,967 10,276

２.未経過リース料中間期末残高相当額等 ２.未経過リース料中間期末残高相当額等 ２.未経過リース料期末残高相当額等
未経過リース料中間期末残高相当額 未経過リース料中間期末残高相当額 未経過リース料期末残高相当額

7,929千円 8,358千円 7,577千円

6,765千円 5,035千円 3,064千円

合計 14,695千円 合計 13,393千円 合計 10,642千円

３. ３. ３.

 支払リース料 4,007千円    支払リース料 5,019千円 支払リース料 8,014千円
 3,947千円  4,805千円 7,656千円
 支払利息相当額 62千円  支払利息相当額 142千円 支払利息相当額 297千円

４.減価償却費相当額の算定方法 ４.減価償却費相当額の算定方法 ４.減価償却費相当額の算定方法

同左 同左

５.利息相当額の算定方法 ５.利息相当額の算定方法 ５.利息相当額の算定方法

同左 同左

（減損損失について） （減損損失について） （減損損失について）

同左 同左

減価償却費相当額

１年超 １年超 １年超

リース資産に配分された減損損失は
ありません。

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。

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
相当額及び期末残高相当額

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。

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、支払
利息相当額及び減損損失

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、支払
利息相当額及び減損損失

１年内 １年内

減価償却費相当額 減価償却費相当額

前事業年度

自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31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

当中間会計期間

至　平成18年９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
相当額及び期末残高相当額

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

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
相当額及び期末残高相当額

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、支払
利息相当額及び減損損失

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

自　平成18年４月１日

１年内
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 (１株当たり情報） 

１株当たり純資産額 34,303円74銭 １株当たり純資産額 37,654円15銭 １株当たり純資産額 37,168円19銭

1,725円18銭 １株当たり中間純利
益金額

1,374円06銭 4,472円86銭

1,662円32銭 潜在株式調整後１株
当たり中間純利益金
額

1,340円86銭 4,320円97銭

前中間会計
期間 前事業年度 前事業年度

１株当たり純
資産額

25,065円
43銭

33,430円
81銭

33,430円
81銭

１株当たり中
間（当期）純
利益金額

2,479円
12銭

4,222円
00銭

4,222円
00銭

潜在株式調整
後１株当たり
中間（当期）
純利益金額

－
4,195円
75銭

4,195円
75銭

当社は、平成17年５月20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１株当た
り情報につきましては、それぞれ以下
のとおりとなります。

１株当たり中間純利
益金額

潜在株式調整後１株
当たり中間純利益金額

潜在株式調整後１株
当たり当期純利益金額

１株当たり当期純利
益金額

至　平成17年９月30日

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

至　平成18年９月30日
自　平成17年４月１日自　平成17年４月１日 自　平成18年４月１日
至　平成18年３月31日

当社は、平成17年５月20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株当たり情報につきましては、以下
のとおりであります。

１株当たり純資産額

１株当たり当期純利益金
額

潜在株式調整後１株当た
り当期純利益金額

 
 

（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。

中間（当期）純利益（千円） 49,123 39,439 135,749

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 8,170

（うち利益処分による役員賞与金） ( － ) ( － ) ( 8,170 )

普通株式に係る中間（当期）純利益
（千円）

49,123 39,439 127,579

期中平均株式数（株） 普通株式　28,474 普通株式　28,702 普通株式　28,523

中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

普通株式増加数（株） 1,076 710 1,002

（うち新株引受権及び新株予約権） ( 1,076 ) ( 710 ) ( 1,002 )

新株予約権１種類
（新株予約権の目的
となる株式の数817
株）

前中間会計期間 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

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１種類
（新株予約権の目的
となる株式の数823
株）

１株当たり中間（当期）純利益金額

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利
益金額

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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（重要な後発事象） 

(1)

(2)

(3)
407,550千円

(4)

取得価額

支払方法及び資金の調達方法
株式の取得はすべて現金にて行
い、取得に要した資金はすべて銀
行借入により調達いたしました。

  子会社株式の取得

株式取得日
平成18年10月6日
取得株式数
650株

至　平成17年９月30日 至　平成18年３月31日至　平成18年９月30日

当社は、平成18年８月24日開催の取
締役会において、ＤＴＰ市場におけ
るデジタルデザイン用コンテンツ、
デザインツールのハードウェア・ソ
フトウェア及びサプライ品の販売
や、全国撮影サービス、ストック
フォトの提供、画像素材の加工、さ
らに制作物のオンデマンド印刷やWeb
サイトの制作にいたる一連のデジタ
ルソリューションを顧客企業に提供
していく体制構築を目的として、㈱
ミスミグループ本社が保有する㈱マ
ルチビッツの株式の一部を取得し子
会社化することを決議し、平成18年
10月６日に譲渡を受けました。
なお、株式取得の内容は以下のとお
りです。

前中間会計期間 前事業年度
自　平成17年４月１日 自　平成17年４月１日

当中間会計期間
自　平成18年４月１日

 

 


