
 

 
 
 

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        株式会社イーシー・ワン                       上場取引所 JQ 

コ ー ド 番 号         2310                                           本社所在都道府県 東京都 
（ＵＲＬ  http://www.ec-one.com ） 
代  表  者 役職名 代表取締役社長     氏名 最首 英裕 
問合せ先責任者 役職名 常務取締役経営企画部長 氏名 村永 実         ＴＥＬ (03)5614－7020 
決算取締役会開催日 平成 18 年 11 月 17 日                    配当支払開始日 平成 －年 －月 －日 
単元株制度採用の有無            有(１単元  １株)  
  
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                                       （百万円切捨て） 
 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 

1,059 (△12.1) 

1,204 (△11.1) 

44   (－) 

△146     (－) 

61   （－）

△154   （－）

18 年３月期 2,712      △132      △114      
 
 

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 

57  （－） 

△67  （－） 

1,423  61 

△1,674  96 

18 年３月期 △207      △5,114  34 

 (注)①期中平均株式数    18 年９月中間期 40,479 株  17 年９月中間期 40,477 株  18 年３月期 40,478 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 

(2)財政状態                                       （百万円切捨て） 

 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 

3,896   

4,399   

3,366  

3,442  

86.4  

78.3  

83,155  97

85,050  73

18 年３月期 4,078   3,303  81.0  81,611  39

 (注)①期末発行済株式数 18 年９月中間期 40,479 株 17 年９月中間期 40,479 株 18 年３月期 40,479 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 
 

２．18 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 2,500 100 90

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 2,223 円 38 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 － － － 

19 年３月期（実績） ― ― 

19 年３月期（予想） ― ― 
－ 

 
※上記の予想は、現時点で把握可能な情報及びデータに基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々

な要因によって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につきましては、添付資料
の４ページをご参照下さい。 
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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   1,582,221 1,216,081  1,055,309

２. 受取手形   32,911 －  －

３．売掛金   807,009 370,134  874,752

４．有価証券   － 1,001,156  801,811

５．商品   9,022 1,746  4,656

６．仕掛品   379,563 215,804  220,620

７．繰延税金資産   132,135 34,003  34,003

８．その他 ※1  49,334 65,628  52,855

貸倒引当金   △1,150 △410  △850

流動資産合計   2,991,048 68.0 2,904,143 74.5  3,043,159 74.6

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

(1)建物  45,295 33,028 29,838 

減価償却累計額  14,530 30,765 12,565 20,462 11,210 18,628

(2)器具備品  57,021 47,931 55,299 

減価償却累計額  41,129 15,892 35,147 12,784 42,621 12,677

有形固定資産合計   46,657 33,247  31,305

２．無形固定資産    

(1)ソフトウェア   35,748 12,338  19,883

(2)電話加入権   1,473 1,473  1,473

無形固定資産合計   37,221 13,811  21,356

３．投資その他の資産    

(1)投資有価証券   385,087 609,918  401,548

(2)関係会社株式   50,000 69,800  50,000

(3)敷金保証金   102,226 70,527  102,226

(4)長期性預金   300,000 100,000  300,000

(5)長期未収入金   453,940 630  630

(6)繰延税金資産   90,448 －  －

(7)その他   69,266 94,608  129,266

貸倒引当金   △126,422 △630  △630

投資その他の資産合計   1,324,546 944,854  983,041

固定資産合計   1,408,425 32.0 991,913 25.5  1,035,703 25.4

資産合計   4,399,474 100.0 3,896,057 100.0  4,078,862 100.0
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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   325,409 65,222  197,467

２．１年以内返済予定の
長期借入金 

  181,400 267,200  166,400

３．未払金   9,418 8,425  7,864

４．未払費用   80,222 45,125  110,397

５．未払法人税等   7,009 7,255  6,989

６．賞与引当金   － 48,822  －

７．その他 ※1  86,046 84,576  52,195

流動負債合計   689,505 15.7 526,627 13.5  541,314 13.3

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金   267,200 －  234,000

２．繰延税金負債   － 3,359  －

固定負債合計   267,200 6.0 3,359 0.1  234,000 5.7

負債合計   956,705 21.7 529,987 13.6  775,314 19.0

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   1,641,158 37.3 － －  1,641,158 40.2

Ⅱ 資本剰余金    

１．資本準備金  1,701,531 － 1,701,531 

資本剰余金合計   1,701,531 38.7 － －  1,701,531 41.7

Ⅲ 利益剰余金    

１．任意積立金  141,183 － 141,183 

２．中間（当期）未処理
損失（△） 

 △41,104 － △180,325 

利益剰余金合計   100,078 2.3 －  △39,142 △0.9

資本合計   3,442,768 78.3 －  3,303,547 81.0

負債資本合計   4,399,474 100.0 －  4,078,862 100.0

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金   － － 1,641,158 42.1  － －

２. 資本剰余金    

(1)資本準備金  － 1,701,531 － 

資本剰余金合計   － － 1,701,531 43.7  － －

３．利益剰余金     

(1)特別償却準備金  － 789 － 

(2)当期未処分利益  － 17,695 － 

利益剰余金合計   － －  18,484 0.5  － －

株主資本合計   － － 3,361,173 86.3  － －

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券評価
差額金 

  － － 4,896  － －

評価・換算差額合計   － － 4,896 0.1  － －

純資産合計   － － 3,366,070 86.4  － －

負債純資産合計   － － 3,896,057 100.0  － －
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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   1,204,886 100.0 1,059,218 100.0  2,712,324 100.0

Ⅱ 売上原価   1,123,524 93.2 807,001 76.2  2,418,239 89.2

売上総利益   81,361 6.8 252,216 23.8  294,085 10.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費   228,295 19.0 207,914 19.6  426,518 15.7

営業利益又は営業損
失(△) 

  △146,934 △12.2 44,302 4.2  △132,432 △4.9

Ⅳ 営業外収益 ※１  14,596 1.2 21,131 2.0  27,992 1.0

Ⅴ 営業外費用 ※２  22,035 1.8 3,739 0.4  10,511 0.3

経常利益又は経常損
失(△) 

  △154,373 △12.8 61,694 5.8  △114,951 △4.2

Ⅵ 特別利益 ※３  43,553 3.6 － －  86,035 3.2

Ⅶ 特別損失 ※４  94 0.0 2,843 0.2  31,493 1.2

税引前中間純利益又
は税引前中間（当
期）純損失（△) 

  △110,914 △9.2 58,850 5.6  △60,409 △2.2

法人税、住民税及び
事業税 

 1,145 1,224 2,290 

法人税等調整額  △44,262 △43,117 △3.6 － 1,224 0.2 144,318 146,608 5.4

中間純利益又は中間
当期）純損失(△) 

  △67,797 △5.6 57,626 5.4  △207,018 △7.6

前期繰越利益又は前
期繰越損失(△) 

  26,692 －  26,692

中間未処分利益又は
中間（当期）未処理
損失（△） 

  △41,104 －  △180,325

    

 

（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 
 

資本金 

資本準備金 特別償却準
備金 

別途積立金
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） 1,641,158 1,701,531 1,183 140,000 △180,325 3,303,547 － 3,303,547

中間会計期間中の変動額    

特別償却準備金の取り崩し  △394 394 －  

別途積立金の取り崩し  △140,000 140,000 －  

中間純利益（千円）  57,626 57,626  57,626

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額）（千
円） 

  4,896 4,896

中間会計期間中の変動額合計 
（千円） 

－ － △394 △140,000 198,020 57,626 4,896 62,522

平成18年９月30日 残高（千円） 1,641,158 1,701,531 789 － 17,695 3,361,173 4,896 3,366,070
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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）有価証券 (1）有価証券 (1）有価証券 １．資産の評価基準及び評価

方法  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  子会社株式及び関連会社株式

 移動平均法による原価法 同左 同左 

  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

は部分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） 

 なお、組込デリバティブ

を区分して測定することが

出来ない複合金融商品は、

複合金融商品全体を時価評

価し、評価差額を当中間会

計期間の損益に計上してお

ります。 

 中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額

は部分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） 

なお、組込デリバティブ

を区分して測定することが

出来ない複合金融商品は、

複合金融商品全体を時価評

価し、評価差額を当中間会

計期間の損益に計上してお

ります。 

 決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は部

分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） 

なお、組込デリバティブ

を区分して測定することが

出来ない複合金融商品は、

複合金融商品全体を時価評

価し、評価差額を当事業年

度の損益に計上しておりま

す。 

 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 同左 同左 

 (2）たな卸資産 (2）たな卸資産 (2)たな卸資産 

 商品 商品 商品 

  移動平均法による原価法 同左 同左 

 仕掛品 仕掛品 仕掛品 

 個別法による原価法 同左 同左 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産 ２．固定資産の減価償却の方

法 定率法 同左 同左 

 なお、主な耐用年数は、以下

のとおりであります。 

建物       8～18年 

器具備品     4～10年 

  

 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

  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

法を採用しております。 

同左 同左 

３．引当金の計上基準 貸倒引当金 貸倒引当金 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。 

同左 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） 

  賞与引当金  

   従業員に対して支給する賞与の

支出に当てるため、支給見込額に

基づき当中間会計期間負担額を計

上しております。 

（追加情報） 

従来、従業員に対して支給する賞

与については、「未払費用」（前

中間会計期間末42,488千円）に含

めて計上しておりましたが、給与

制度を変更したため、当中間会計

期間より、賞与引当金として計上

する方法に変更しております。 

 

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。 

同左  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 

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 ６．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 

 税抜方式によっております。 同左 同左 

 



-  - 
 

 

29

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） ――――――― （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。 

 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

会計基準等の適用方針」（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3,366,070千円であります。 

 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

諸表の改正に伴い、改正後の中間財務諸表

規則により作成しております。 

 

 

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） 

（訴訟） ――――――― （和解による訴訟の解決） 

白銅㈱から既に検収された情報システム

開発の受託に関連する営業債権について支

払がなされず、その結果、当中間会計期間

末現在において貸借対照表に計上している

営業債権等453,310千円について回収が遅

延しております。 

当社としては契約上の義務を正しく履行

したものと確信しておりますので、同社に

対して平成15年６月20日に当社が有する営

業債権等の支払と当社が被った損害賠償の

合計612,801千円の請求を求める訴訟を東

京地方裁判所に提起し、現在係争中であり

ます。 

 白銅㈱から既に検収された情報システム

開発の受託に関連する営業債権について支

払がなされず、同社に対して平成15年６月

20日に当社が有する営業債権等の支払と当

社が被った損害賠償の合計612,801千円の

請求を求める訴訟を東京地方裁判所に提起

致しました。 

その後、調停に付され、手続きを続けて

参りましたが、裁判所から示された調停案

に対し両社が受入れたため、平成17年12月

15日付で和解が成立致しました。和解の内

容は、白銅㈱が当社に対して、解決金とし

て370,000千円を支払うというものであり

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．消費税等の取扱い ※１．消費税等の取扱い ※１．    ―――――― 

 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、

流動資産の「その他」に含めて表示して

おります。 

 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．当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行２行と貸出コミットメン

ト契約を締結しております。これら契約

に基づく当中間会計期間末の借入未実行

残高は次のとおりであります。 

２．    ――――――― ２．    ――――――― 

 貸出コミットメントの

総額 
1,000,000千円

借入実行残高 － 千円

差引額 1,000,000千円

  

  

 

（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 10,453千円

受取配当金 1,420千円
  

  
受取利息 16,916千円

 
  

  
受取利息 23,752千円

 
  

※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 4,250千円

支払手数料 1,260千円

有価証券評価損 16,470千円
  

  
支払利息 3,259千円

 

 
  

  
支払利息 7,919千円

支払手数料 2,499千円

 
  

※３．特別利益のうち主要なもの ※３．    ――――――――  ※３．特別利益のうち主要なもの 
  

子会社株式売却益 43,553千円
  

      
子会社株式売却益 43,553千円

貸倒引当金戻入益 42,481千円
   

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

固定資産除却損等 94千円
  

  
固定資産除却損等 2,843千円

  

  
固定資産除却損等 31,493千円

  
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 5,194千円

無形固定資産 6,740千円
  

  
有形固定資産 3,954千円

無形固定資産 2,368千円
  

  
有形固定資産 10,934千円

無形固定資産 12,408千円
  

 

（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） 

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 40,479 － － 40,479

合計 40,479 － － 40,479
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（リース取引関係） 

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） 

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（借主側） 

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（借主側） 

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（借主側） 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額 
 

 

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） 

器具備品 4,849 2,182 2,666 

合計 4,849 2,182 2,666 

  

 

 

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）

器具備品 4,849 3,151 1,697

合計 4,849 3,151 1,697

  

 

 

取得価
額相当
額 
（千円） 

減価償
却累計
額相当
額 
（千円）

期末残
高相当
額 
（千円）

器具備品 4,849 2,666 2,182

合計 4,849 2,666 2,182

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

１年内 973千円 

１年超 1,770千円 

合計 2,744千円 
  

 
１年内 1,001千円

１年超 769千円

合計 1,770千円
  

 
１年内 987千円

１年超 1,273千円

合計 2,260千円
  

３．支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 
 

支払リース料 519千円

減価償却費相当額 484千円

支払利息相当額 42千円
  

 
支払リース料 519千円

減価償却費相当額 484千円

支払利息相当額 28千円
  

 
支払リース料 1,038千円

減価償却費相当額 969千円

支払利息相当額 77千円
  

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 

 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。 

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 

 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。 

同左 同左 

 

（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 １株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

85,050円73銭 83,155円 97 銭 81,611円 39 銭

１株当たり中間純損失金額 １株当たり中間純利益金額 １株当たり当期純損失金額 

1,674円96銭 1,423円 61 銭 5,114円 34 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、潜在株

式は存在するものの１株当たり中間

純損失である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、希薄化

効果を有している潜在株式が存在し

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

当期純利益金額については、潜在株

式は存在するものの１株当たり当期

純損失であるため記載しておりませ

ん。 

 （注）１株当たり中間純利益又は中間（当期）純損失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)

中間純利益又は中間(当期）

純損失(△)（千円） 
△67,797 57,626 △207,018 

普通株主に帰属しない金額

（千円） 
－ － － 

普通株式に係る中間純利益
又は中間（当期）純損失
(△)（千円） 

△67,797 57,626 △207,018 

期中平均株式数（株） 40,477 40,479 40,478 

希薄化効果を有しないた

め、潜在株式調整後１株当

たり当期純利益の算定に含

めなかった潜在株式の概要 

新株引受権１種類 

（目的となる株式の数608

株） 

新株予約権１種類 

（新株予約権の数289個）

新株引受権１種類 

（目的となる株式の数541

株） 

新株予約権１種類 

（新株予約権の数206個）

新株引受権１種類 

（目的となる株式の数588

株） 

新株予約権１種類 

（新株予約権の数240個）

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 


