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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 4,853 33.0 △1,938 － △1,896 －

17年９月中間期 3,650 552.2 1,102 － 1,157 －

18年３月期 8,499 1,394 1,481

 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 △3,177 － △15 35

17年９月中間期 546 － 2 81

18年３月期 1,712 7 62

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 207,091,717株 17年９月中間期 194,152,744株 18年３月期 198,609,996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

(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 15,291 10,135 66.3 48 94

17年９月中間期 16,951 11,316 66.8 57 54

18年３月期 19,952 14,428 72.3 68 71

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 207,100,288株 17年９月中間期 196,672,969株 18年３月期 207,094,204株

 ②期末自己株式数 18年９月中間期 80,093株 17年９月中間期 130,235株 18年３月期 86,177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 9,000  1,000  900  

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 4円35銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たりの配当金（円）

中間期末 期末 年間

18年３月期 － 4.00 4.00

19年３月期（実績） － －
3.00 ～ 4.00

19年３月期（予想） － 3.00 ～ 4.00

（注）18年３月期の期末配当金の内訳は、普通配当２円00銭、特別配当２円00銭であります。

※上記の業績予想には、本資料発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。したがって実際の業績は、経済、
株式市況、その他様々な事業環境の変動に関するリスクや不確定要因により、上記記載の予想数値と異なる場合があります。
これは、一般事業会社と異なり、相対的に少数・大規模の案件を、ＩＰＯ、バイアウト等による投資回収に導く投資事業の事業特性から、短期
における収益の平準化が困難であり、さらに、Ｍ＆ＡやＩＰＯ実行後の保有株式には株価変動が生じ、投資回収のタイミングそのものの短期予
測も困難であるためです。
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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 5,545,311 4,253,895 △1,291,415 9,328,347

２．受取手形 77,720 － △77,720 －

３．売掛金 259,125 41,695 △217,430 1,255,273

４．営業投資有価
証券

2,891,352 3,615,984 724,632 3,925,634

５．たな卸資産 105,043 － △105,043 －

６．未収入金 18,069 3,323 △14,745 8,137

７．短期貸付金 300,000 1,175,400 875,400 860,940

８．その他 65,062 57,202 △7,860 49,953

９．貸倒引当金 △3,610 △11,006 △7,396 －

流動資産合計 9,258,073 54.6 9,136,494 59.7 △121,579 15,428,286 77.3

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産 ※１  

( 1)建物 104,601 81,346 △23,254 87,518

( 2)機械装置 1,217 － △1,217 46

( 3)土地 40,030 33,060 △6,970 34,331

( 4)その他 58,491 46,094 △12,397 50,150

計 204,340 160,501 △43,839 172,047

２．無形固定資産 10,672 9,790 △881 10,377

３．投資その他の
資産

 

( 1)投資有価証券 ※３ 30,018 30,006 △12 30,012

( 2)営業投資有価
証券

5,282,392 4,272,788 △1,009,603 2,086,217

( 3)関係会社株式 2,021,229 1,666,249 △354,979 2,202,871

( 4)出資金 1,135 135 △999 135

( 5)長期貸付金  110,000 － △110,000 －

( 6)関係会社長期
貸付金

20,000 6,600 △13,400 －

( 7)破産更生債権等 81,347 34,645 △46,702 35,397

( 8)差入保証金 70,512 68,277 △2,235 68,277

( 9)長期前払費用 3,310 1,642 △1,667 2,224

(10)投資損失引当金 △100,026 △100,026 － △100,026

(11)貸倒引当金 △81,341 △34,645 49,695 △35,397

計 7,438,577 5,945,671 △1,492,905 4,289,711

固定資産合計 7,653,590 45.2 6,115,963 40.0 △1,537,626 4,472,136 22.4

Ⅲ　繰延資産 39,825 0.2 39,205 0.3 △619 52,274 0.3

資産合計 16,951,489 100.0 15,291,663 100.0 △1,659,825 19,952,697 100.0
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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）

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
（％）

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．買掛金 192,812 13,828 △178,983 211,432

２．未払法人税等 25,578 19,005 △6,573 28,648

３．賞与引当金 21,000 7,000 △14,000 12,500

４．その他 51,452 92,605 41,153 227,215

流動負債合計 290,843 1.7 132,439 0.9 △158,403 479,796 2.4

Ⅱ　固定負債  

１．新株予約権付
社債

5,000,000 5,000,000 － 5,000,000

２．繰延税金負債 264,596 － △264,596 29,132

３．退職給付引当金 74,895 23,535 △51,360 14,311

４．その他 4,660 497 △4,163 511

固定負債合計 5,344,153 31.5 5,024,032 32.8 △320,120 5,043,955 25.3

負債合計 5,634,996 33.2 5,156,472 33.7 △478,523 5,523,752 27.7

 

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 6,822,566 40.3 － － － 7,964,055 39.9

Ⅱ　資本剰余金  

１．資本準備金 2,367,738 － － 3,509,227

２．その他資本剰余
金

1,012,108 － － 1,009,577

資本剰余金合計 3,379,846 19.9 － － － 4,518,805 22.7

Ⅲ　利益剰余金  

１．利益準備金 35,500 － － 35,500

２．中間（当期）
未処分利益

723,191 － － 1,889,358

利益剰余金合計 758,691 4.5 － － － 1,924,858 9.6

Ⅳ　その他有価証券評
価差額金

385,518 2.3 － － － 42,446 0.2

Ⅴ　自己株式 △30,129 △0.2 － － － △21,220 △0.1

資本合計 11,316,493 66.8 － － － 14,428,945 72.3

負債資本合計 16,951,489 100.0 － － － 19,952,697 100.0
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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）

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
（％）

（純資産の部）   

Ⅰ　株主資本         

１　資本金  － － 7,964,055 52.1 － － －

２　資本剰余金   

(1）資本準備金  － 2,509,227 － －

(2）その他資本
剰余金

 － 1,592,191 － －

資本剰余金
合計

 － － 4,101,419 26.8 － － －

３　利益剰余金   

(1）利益準備金  － 35,500 － －

(2）その他利益
剰余金

     

繰越利益
剰余金

 － △1,902,449 － －

利益剰余金
合計

 － － △1,866,949 △12.2 － － －

４　自己株式  － － △17,910 △0.1 － － －

株主資本合計  － － 10,180,615 66.6 － － －

Ⅱ　評価・換算差額
等

        

１　その他有価証
券評価差額金

 － － △45,423 △0.3 － － －

評価・換算差額
等合計

 － － △45,423 △0.3 － － －

純資産合計  － － 10,135,191 66.3 － － －

負債純資産合計  － － 15,291,663 100.0 － － －
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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）

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 3,650,726 100.0 4,853,856 100.0 1,203,130 8,499,821 100.0

Ⅱ　売上原価 1,745,634 47.8 6,075,786 125.2 4,330,152 5,518,832 64.9

売上総利益
（△総損失）

1,905,092 52.2 △1,221,929 △25.2 △3,127,021 2,980,989 35.1

Ⅲ　販売費及び一般管
理費

 802,514 22.0 716,859 14.7 △85,654 1,586,074 18.7

営業利益
（△損失）

1,102,578 30.2 △1,938,789 △39.9 △3,041,367 1,394,915 16.4

Ⅳ　営業外収益 ※１ 63,291 1.7 55,582 1.1 △7,708 114,423 1.3

Ⅴ　営業外費用 ※２ 8,143 0.2 13,663 0.3 5,519 27,933 0.3

経常利益
（△損失）

1,157,725 31.7 △1,896,869 △39.1 △3,054,595 1,481,404 17.4

Ⅵ　特別利益 ※３ 11,102 0.3 － － △11,102 855,593 10.1

Ⅶ　特別損失
※４

※６
618,928 16.9 1,280,444 26.4 661,515 619,846 7.3

税引前中間
（当期）純利益
（△損失）

549,899 15.1 △3,177,314 △65.5 △3,727,213 1,717,152 20.2

法人税、住民税
及び事業税

 3,578 0.1  605 0.0 △2,973  4,663 0.1

中間（当期）純利
益（△損失）

546,321 15.0 △3,177,919 △65.5 △3,724,240 1,712,488 20.1

前期繰越利益 176,869 － － 176,869

中間（当期）
未処分利益

723,191 － － 1,889,358
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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）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
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 7,964,055 3,509,227 1,009,577 4,518,805 35,500 1,889,358 1,924,858 △21,220 14,386,498

中間会計期間中の変動額

資本準備金からその他

資本剰余金への振替
 △1,000,000 1,000,000 －     －

剰余金の配当（注）   △414,188 △414,188  △414,188 △414,188  △828,376

役員賞与（注）      △199,700 △199,700  △199,700

中間純損失      △3,177,919 △3,177,919  △3,177,919

自己株式の取得        △4,924 △4,924

自己株式の処分   △3,196 △3,196    8,234 5,037

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
－ △1,000,000 582,614 △417,385 － △3,791,807 △3,791,807 3,309 △4,205,883

平成18年９月30日　残高 7,964,055 2,509,227 1,592,191 4,101,419 35,500 △1,902,449 △1,866,949 △17,910 10,180,615

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 42,446 42,446 14,428,945

中間会計期間中の変動額

資本準備金からその他

資本剰余金への振替
  －

剰余金の配当（注）   △828,376

役員賞与（注）   △199,700

中間純損失   △3,177,919

自己株式の取得   △4,924

自己株式の処分   5,037

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額）

△87,870 △87,870 △87,870

中間会計期間中の変動額

合計
△87,870 △87,870 △4,293,753

平成18年９月30日　残高 △45,423 △45,423 10,135,191

（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

売買目的有価証券

時価法（売却原価は移動平

均法により算定）

(1）有価証券

売買目的有価証券

同左

(1）有価証券

売買目的有価証券

同左

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

満期保有目的の債券

同左

満期保有目的の債券

同左

子会社及び関連会社株式

移動平均法による原価法

子会社及び関連会社株式

同左

子会社及び関連会社株式

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）

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、売却原価は移動平

均法により算定)

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

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(2）たな卸資産

商品・製品・半製品・材料・仕

掛品

移動平均法による低価法

───── (2）たな卸資産

商品・製品・半製品・材料・仕

掛品

移動平均法による低価法

貯蔵品

移動平均法による原価法

貯蔵品

移動平均法による原価法
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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）

２．固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産

定率法。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）は定

額法。

(1）有形固定資産

定率法。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）は定

額法。

(1）有形固定資産

定率法。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）は定

額法。

　なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。

　なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。

　なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。

建物及び構築物

３～34年

機械装置及び運搬具

４～16年

建物及び構築物

３～34年

機械装置及び運搬具

10年

建物及び構築物

３～34年

機械装置及び運搬具

10年

　また、取得価額が10万円以上

20万円未満の資産については、

３年間で均等償却する方法を採

用しております。 

同左 同左

(2）無形固定資産

定額法。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）に基づく定額法によって

おります。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

３．繰延資産の処理方法 (1）新株発行費

　商法施行規則が規定する最長期

間（３年間）で償却しております。

(1）新株発行費

　３年間で償却しております。

(1）新株発行費

　商法施行規則が規定する最長期

間（３年間）で償却しております。

(2）社債発行費

　社債の償還期限内または商法施

行規則が規定する最長期間（３年

間）のいずれか短い期間で償却し

ております。

(2）社債発行費

　社債の償還期限内または３年間

のいずれか短い期間で償却してお

ります。  

(2）社債発行費

　社債の償還期限内または商法施

行規則が規定する最長期間（３年

間）のいずれか短い期間で償却し

ております。

（会計方針の変更）

　新株発行費及び社債発行費は、

従来、支出時に全額費用処理して

おりましたが、将来の投資案件に

対する資金調達として実施した株

主割当による新株予約権の行使に

よって新株及び社債の発行が多額

となり、今後も有効な資金調達方

法のためのコストが多額になるこ

とが予想されることから、重要性

の観点より支出の効果が及ぶ将来

の期間に合理的に配分して適正な

期間損益計算を行うため、当中間

会計期間より商法施行規則が規定

する最長期間内で均等償却する方

法に変更しております。

　この結果、従来の方法に比べ、

営業外費用が39,825千円減少し、

税引前中間純利益は、同額増加し

ております。。

───── （会計方針の変更）

　新株発行費及び社債発行費は、

従来、支出時に全額費用処理して

おりましたが、将来の投資案件に

対する資金調達として実施した株

主割当による新株予約権の行使等

によって新株及び社債の発行が多

額となり、今後も有効な資金調達

方法のためのコストが多額になる

ことが予想されることから、重要

性の観点より支出の効果が及ぶ将

来の期間に合理的に配分して適正

な期間損益計算を行うため、当事

業年度より商法施行規則が規定す

る最長期間内で均等償却する方法

に変更しております。

　この結果、従来の方法に比べ、

営業外費用が52,274千円減少し、

経常利益及び税引前当期純利益は、

それぞれ同額増加しております。
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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．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、貸倒懸念債権及び

破産更生債権等については、個々

の債権の回収可能性を勘案して、

その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

　従業員の賞与支給に備えるため、

当中間会計期間の負担すべき支給

見込額を計上しております。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるため、

当事業年度の負担すべき支給見込

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、

簡便法により当事業年度末におけ

る退職給付債務に基づき、当中間

期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。な

お、会計基準変更時差異（47,871

千円）は15年償却による按分額

（定額）を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、

簡便法により当事業年度末におけ

る退職給付債務に基づき、当中間

期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。

 

 

 

（会計方針の変更）

　退職給付会計基準変更時差異

（8,966千円）については、従来

15年償却による按分額を費用処理

しておりましたが、当中間会計期

間において、一括して費用処理す

る方法に変更しております。

　この変更は、退職給付会計適用

初年度に在籍していた従業員の大

多数が退職等となったため、未認

識会計基準変更時差異残高が実態

に合致しなくなったために行った

ものです。

　この結果、従来の方法に比べ、

税引前中間純損失が5,080千円増

加しております。

(3）退職給付引当金

　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。なお、会計基準変更時差

異（8,966千円）は15年償却によ

る按分額（定額）を費用処理して

おります。

(4）投資損失引当金

　営業投資有価証券について、実

質価格の下落による損失に備える

ため、健全性の観点から投資先の

経営成績及び財政状態を勘案の上、

その損失見積額を計上しておりま

す。

(4）投資損失引当金

同左

(4）投資損失引当金

同左

５．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、期末日の

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。
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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）

６．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

７．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

(1）投資事業組合等への出資金に係

る会計処理

　投資事業組合等への出資金に係

る会計処理は、当社が非業務執行

組合員として出資しているものに

ついて、組合の事業年度の財務諸

表及び事業年度の中間財務諸表に

基づいて、組合の純資産及び純損

益を当社の出資持分割合に応じて

各々、営業投資有価証券、営業収

益として計上しております。

（表示方法の変更）

　営業出資金に係る表示方法の変

更

　証券取引法等の一部を改正する

法律（平成16年６月９日法律第97

号）により前中間会計期間まで

「営業出資金」に計上しておりま

した投資事業組合等への出資金は、

当中間会計期間より「営業投資有

価証券」に含めて表示する方法に

変更しております。

　なお、当中間会計期間の投資そ

の他の資産の「営業投資有価証

券」に含まれる当該出資の額は

1,046,480千円であり、前中間会

計期間における投資その他の資産

の「営業出資金」に含まれている

当該出資の額は1,120,046千円で

あります。

(1）投資事業組合等への出資金に係

る会計処理

同左

 

 

 

 

 

 

 

─────

(1）投資事業組合等への出資金に係

る会計処理

同左

 

 

 

 

 

 

  

 

─────

(2）営業投資有価証券に係る会計処

理

　投資事業目的にて取得した有価

証券は、営業投資有価証券として

計上しております。

(2）営業投資有価証券に係る会計処

理

同左

(2）営業投資有価証券に係る会計処

理

同左

(3）消費税等の処理方法

　消費税等の会計処理は税抜方式

を採用しております。

(3）消費税等の処理方法

同左

(3）消費税等の処理方法

同左
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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。これにより税引前中間純利

益は180,162千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

の中間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。

───── （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

180,162千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10,135,191千円であります。

　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。　

─────
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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）

　前中間会計期間まで区分掲記しておりました「関係会社短期貸付金」

（当中間会計期間末の残高は100,000千円）は、資産の総額の100分の

5以下となったため、「短期貸付金」に含めて表示することにしました。

（中間貸借対照表）

　前中間会計期間まで区分掲記しておりました「機械装置」（当中間

会計期間末の残高は46千円）は、資産の総額の100分の５以下となった

ため、有形固定資産の「その他」に含めて表示することにしました。

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）

（有価証券の保有区分の変更）

　当中間会計期間より、当社の保有するバイオ

センサーズ・インターナショナル・グループ・

リミテッド株式の保有区分を「その他有価証券」

から「売買目的有価証券」に変更し、流動資産

の営業投資有価証券に含めて表示しております。

これは、同社がシンガポール市場に上場したこ

とにより当社の資産運営方針を変更したためで

あります。この変更により、当中間会計期間の

売上高が1,490,208千円増加し、営業利益、経常

利益及び税引前中間純利益が同額増加いたしま

した。

───── （有価証券の保有区分の変更）

　当事業年度より、当社の保有するバイオセン

サーズ・インターナショナル・グループ・リミ

テッド株式の保有区分を「その他有価証券」か

ら「売買目的有価証券」に変更し、流動資産の

営業投資有価証券に含めて表示しております。

これは、同社がシンガポール市場に上場したこ

とにより当社の資産運営方針を変更したためで

あります。この変更により、当事業年度の売上

高が1,599,941千円増加したため、営業利益、経

常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ同額増

加しております。
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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

82,937千円 95,365千円 81,787千円

　２．裏書手形譲

渡高
61,316千円 ───── ─────

※３．担保に供し

ている資産

　下記の資産は、宅地建物取引業法に基

づく営業保証金として供託しております。

投資有価証券   10,018千円

　下記の資産は、宅地建物取引業法に基

づく営業保証金として供託しております。

投資有価証券 10,006千円

　下記の資産は、宅地建物取引業法に基

づく営業保証金として供託しております。

投資有価証券 10,012千円

　４．偶発債務 １．保証債務

(1)銀行借入等に対する保証債務

１．保証債務

(1)銀行借入等に対する保証債務

１．保証債務

(1)銀行借入等に対する保証債務

被保証先 金額(千円) 摘要

常楽酒造㈱ 175,000
金融機関から

の借入金 

ＡＤＩＲＯＮ㈱ 593,729
金融機関から

の借入金

ＡＤＩＲＯＮ㈱

254,782

(1,188千EUR)

(821千US$)

L/C開設によ

り発生する債

務

計 1,023,511

(2)デリバティブ取引に対する保証債務

被保証先
　契約額等　

(千円)

 評価損益　

(千円)
摘要

ＡＤＩＲＯＮ㈱
626,060

(4,600千EUR)
△19,550

通貨ス

ワップ

被保証先 金額(千円) 摘要

㈱ヒラタ 1,798
仕入先からの

仕入債務

ＡＤＩＲＯＮ㈱ 435,077
金融機関から

の借入金

ＡＤＩＲＯＮ㈱

334,281

(1,431千EUR)

(1,016千USD)

L/C開設によ

り発生する債

務

計 771,156

(2)デリバティブ取引に対する保証債務

被保証先
　契約額等　

(千円)

 評価損益　

(千円)
摘要

ＡＤＩＲＯＮ㈱
183,431

(1,224千EUR)
8,416

為替予

約

被保証先 金額(千円) 摘要

㈱ヒラタ 998
仕入先からの

仕入債務 

ＡＤＩＲＯＮ㈱ 530,237
金融機関から

の借入金 

ＡＤＩＲＯＮ㈱

252,740

(1,217千EUR)

(672千USD)

L/C開設によ

り発生する債

務

計 783,975

(2)デリバティブ取引に対する保証債務

被保証先
　契約額等　

(千円)

 評価損益　

(千円)
摘要

ＡＤＩＲＯＮ㈱
171,758

(1,203千EUR)
1,948

為替予

約

 ５．発行済株式

数の増減

　第２回2007年満期ユーロ円貨建転換社

債型新株予約権付社債に付された新株予

約権の行使により、2,564,102株の普通

株式を発行し、発行価格500,000,000円

のうち、250,000,000円を資本に組み入

れております。

第３回新株予約権の行使により、

2,842,438株の普通株式を発行し、発行

価格626,336,360円のうち、

312,668,180円資本に組み入れておりま

す。

───── 　第２回2007年満期ユーロ円貨建転換社

債型新株予約権付社債に付された新株予

約権の行使により、2,564,102株の普通

株式を発行し、発行価格500,000,000円

のうち、250,000,000円を資本に組み入

れております。

第３回新株予約権の行使により、

13,219,615株の普通株式を発行し、発行

価格2,908,315,300円のうち、

1,454,157,650円資本に組み入れており

ます。
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（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）

千円 千円 千円

　※１．営業外収益のうち主要なも

の

受取利息 9,888 15,086 19,743

受取配当金 17 18,809 23,554

為替差益 50,048 15,300 62,003

　※２．営業外費用のうち主要なも

の

新株発行費償却 4,633 9,736 19,473

社債発行費償却 3,331 3,331 6,663

　※３．特別利益のうち主要なもの

過年度受取社債利息 11,102 － 11,102

関係会社株式売却益 － － 844,491

　※４．特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損 2,189 44 2,189

（内訳） （内訳） （内訳）

車両運搬具 2,003

工具器具備品 186

工具器具備品 44 建物 2,003

工具器具備品 186

営業投資有価証券

評価損
－ 966,951 －

関係会社株式等評価損 430,665 269,902 430,665

減損損失 180,162 － 180,162

　　５．減価償却の実施額

有形固定資産 17,864 14,268 36,217

無形固定資産 481 587 1,069
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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）

　※６．減損損失 　当中間会計期間において、

当社は以下の資産グループ

について減損損失を計上し

ました。

場所 用途 種類

東京都福

生市

賃貸不動

産

土地

 

   

宮城県石

巻市

賃貸不動

産

土地、建

物他 

   

福島県他

４ヶ所 

海洋事業

営業車両、

倉庫他

建物、

リース資

産等

　当社は、事業資産につい

ては事業を基礎とし、賃貸

不動産については物件単位

にグルーピングを行ってお

ります。

　賃貸不動産については、

近年の地価下落傾向の中、

帳簿価額に対し時価が著し

く下落したため、帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失

（171,838千円）として特別

損失に計上しました。また、

海洋事業については、水産

マーケットの長期縮小傾向

が続く中、今後の大幅な収

益の改善は見込めないため、

帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額を減

損損失（8,324千円）として

特別損失に計上しました。

その内訳は、土地166,389千

円、建物6,792千円、リース

資産4,149千円、その他

2,832千円であります。

　なお、当該資産グループ

の回収可能価額は主として

使用価値により測定してお

り、将来キャッシュ・フ

ローを1.3%で割り引いて算

定しております。

───── 　当事業年度において、当

社は以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しま

した。

場所 用途 種類

東京都福

生市

賃貸不動

産

土地

 

   

宮城県石

巻市

賃貸不動

産

土地、建

物他 

   

福島県他

４ヶ所 

海洋事業

営業車両、

倉庫他

建物、

リース資

産等

　当社は、事業資産につい

ては事業を基礎とし、賃貸

不動産については物件単位

にグルーピングを行ってお

ります。

　賃貸不動産については、

近年の地価下落傾向の中、

帳簿価額に対し時価が著し

く下落したため、帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失

（171,838千円）として特別

損失に計上しました。また、

海洋事業については、水産

マーケットの長期縮小傾向

が続く中、今後の大幅な収

益の改善は見込めないため、

帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額を減

損損失（8,324千円）として

特別損失に計上しました。

その内訳は、土地166,389千

円、建物6,792千円、リース

資産4,149千円、その他

2,832千円であります。

　なお、当該資産グループ

の回収可能価額は主として

使用価値により測定してお

り、将来キャッシュ・フ

ローを1.3%で割り引いて算

定しております。
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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
当中間会計期間増加
株式数

当中間会計期間減少
株式数

当中間会計期間末株
式数

普通株式　（株） 86,177 29,396 35,480 80,093

（注）自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取請求によるものであり、減少は単元未満株式の買増請求によるも

のであります。
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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）

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

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

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

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

減損損
失累計
額相当
額 
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

車両運搬
具

4,300 1,361 2,939 －

工具器具
備品

4,022 1,089 － 2,933

合計 8,322 2,451 2,939 2,933

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)

工具器具備
品

4,022 2,095 1,927

合計 4,022 2,095 1,927

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)

工具器具備
品

4,022 1,592 2,430

合計 4,022 1,592 2,430

(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

(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

(2）未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

１年以内 1,850千円

１年超 4,100千円

合計 5,950千円

リース資産減損勘

定の残高
2,939千円

１年以内 1,015千円

１年超 946千円

合計 1,961千円

１年以内 1,006千円

１年超 1,456千円

合計 2,463千円

(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、支払利息

相当額及び減損損失

(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、支払利息

相当額及び減損損失

(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、支払利息

相当額及び減損損失

支払リース料 1,034千円

減価償却費相当額 932千円

支払利息相当額 63千円

減損損失 2,939千円

支払リース料 520千円

減価償却費相当額 502千円

支払利息相当額 19千円

支払リース料 1,041千円

減価償却費相当額 1,005千円

支払利息相当額 51千円

(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

格を零とする定額法によっておりま

す。 

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(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。

(5）利息相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

同左

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引

　未経過リース料

１年以内 3,756千円

１年超 3,861千円

合計 7,617千円

─────

　未経過リース料

１年以内 3,564千円

１年超 297千円

合計 3,861千円

（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。

　未経過リース料

１年以内 3,564千円

１年超 2,079千円

合計 5,643千円

（減損損失について）

同左
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（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における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円54銭       48円94銭 68円71銭

１株当たり中間(当期)純利益(△損失)     ２円81銭       △15円35銭   ７円62銭

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益

    ２円57銭 　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

たり中間純損失であるた

め記載しておりません。

    ６円91銭

（注）１株当たり中間（当期）純利益（△損失）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（△損失）（千円） 546,321 △3,177,919 1,712,488

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 199,700

（うち利益処分による役員賞与金）  (－)  (－) (199,700)

普通株式に係る中間（当期）純利益

（△損失）（千円）
546,321 △3,177,919 1,512,788

期中平均株式数（千株） 194,152 207,091 198,609
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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)

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（△損失）金額調整

額（千円）
－ － －

普通株式増加額（千株） 18,727 － 20,387

（うち新株予約権付社債） (16,276)  (－) (18,548)

（うち新株予約権） (2,451)  (－) (1,839)

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

　平成16年９月13日取

締役会決議による第３回

新株予約権（新株予約権

の数390個）

普通株式390,000株

　平成16年８月25日取

締役会決議による第１回

新株予約権（新株予約権

の数5,580個）

普通株式5,580,000株

　平成16年９月７日取締

役会決議による第２回新

株予約権（新株予約権の

数1,050個）

普通株式1,050,000株

　平成16年９月13日取

締役会決議による第３回

新株予約権（新株予約権

の数340個）

普通株式340,000株

　平成17年６月７日取締

役会決議による第４回新

株予約権（新株予約権の

数1,740個）

普通株式1,740,000株

　2008年満期ユーロ円

貨建転換社債型新株予約

権付社債（券面総額

5,000,000千円）

普通株式20,833,333株

　平成16年９月13日取

締役会決議による第３回

新株予約権（新株予約権

の数390個）

普通株式390,000株
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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）

会社分割（簡易分割）による海洋事業部門の分社化 

　当社は、平成17年10月1日を期して、当社の海洋事業部門を会社分割し、株式会社ヒラタ（新設会社）に承

継いたしました。

１．会社分割の目的

分社化により海洋事業の競争力強化、収益力向上を図るものであります。

２．会社分割の要旨

　（1） 分割の日程

　　　分割計画書承認取締役会　　　　平成17年９月15日

　　　分割期日　　　　　　　　　　　平成17年10月１日

　　　分割登記　　　　　　　　　　　平成17年10月３日

　（2） 分割方式

　当社を分割会社とし、新設会社を承継会社とする分社型新設分割であります。商法374条ノ６（簡易

新設分割）第１項の規定により、同法第374条第１項の株主総会の承認を得ないで新設分割を行いまし

た。

　（3） 株式の割当

　新設会社は、当社に本分割に際して発行する普通株式200株全てを割当て交付しました。

　（4） 分割交付金

　分割交付金の支払いはありません。

　（5） 新設会社が承継する権利義務

　①　新設会社は、当社の海洋事業に関する資産及び負債並びにこれに付帯する一切の権利義務を承継し

ます。なお、当社から新設会社に対する債務の承継は、重畳的債務引受によります。

　②　新設会社は、当社の海洋事業部門に属する従業員に係る労働契約を承継します。

　（6） 債務履行の見込み

　本分割において、当社及び新設会社が負担すべき債務については履行の確実性に問題はないものと判

断いたします。

　（7） 新設会社に新たに就任する役員

　本分割に際して、新設会社に就任する取締役及び監査役は、以下のとおりです。

　取締役　　伊東　秀司、増子　隆、西崎　和典

　監査役　　秋田　勉
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３． 分割当事会社の概要（平成17年９月30日現在）

（ 1） 商　　　　　号
ビーエスエル株式会社

（分割会社）

株式会社ヒラタ

（新設会社） 

（ 2） 事　業　内　容 　投資事業及びそれに付随する事業

　水産資材、船具機械、農業資材、水産

食品、環境機器の製造、加工、販売及

びそれらに付随する事業

（ 3） 設 立 年 月 日 大正７年２月22日 平成17年10月３日

（ 4） 本 店 所 在 地 　東京都港区赤坂八丁目10番24号 　東京都港区赤坂八丁目10番24号

（ 5） 代　　表　　者 　代表取締役ＣＥＯ　竹井　博康 　代表取締役社長　伊東　秀司

（ 6） 資　　本　　金 　6,822,566千円 　10,000千円

（ 7） 発行済株式総数 　196,803,204株 　200株

（ 8） 株　主　資　本 11,316,493千円 266,381千円

（ 9） 総　　資　　産 16,951,489千円 455,033千円

（10） 決　　算　　期 ３月31日 ３月31日

（11） 従　業　員　数 　43名 　18名

（12） 主 要 取 引 先 　金融機関（銀行、証券会社等） 　各県漁連等

（13） 大株主及び持株比率

　日本証券金融株式会社　　　5.86％

日本マスタートラスト信託銀行

株式会社（信託口）　　　　5.35％

竹井　博康　　　　　　　　4.11％

三浦　慶政　　　　　　　　2.44％

野村信託銀行株式会社（投信口）

　　　　　　　　　　　　　1.74％

エスアイエス　セガ　インター

セトル　エージー　　　　　1.67％

　ビーエスエル株式会社　　 　100％

（14） 主要取引銀行

　株式会社三井住友銀行

　株式会社東京三菱銀行

　株式会社みずほコーポレート銀行

　未定

 　資本関係 　新設会社は当社の100％子会社となります。

（15） 当事会社の関係 　人的関係
　当社は新設会社に役員を派遣します。

当社は新設会社に従業員の転籍を行います。

 　取引関係 　当社は新設会社から管理業務の一部を受託します。

－ 71 －



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）

該当事項はありません。
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