
 

 
 

 

 

平成 19年 3 月期  個別中間財務諸表の概要         平成 18年 11月 20 日 

上 場 会 社 名        株式会社 メッセージ                    上場取引所      ＪＱ 
コ ー ド 番 号         2400                                     本社所在都道府県  岡山県 
（ＵＲＬ  http://www. amille.jp/） 
代  表  者 役職名 代表取締役社長  氏名 橋本 俊明 
問合せ先責任者  役職名 専務取締役     氏名 矢吹 章      ＴＥＬ (086) 242－1551 
決算取締役会開催日   平成 18 年 11 月 20 日                  配当支払開始日 平成－年－月－日 
単元株制度採用の有無              無 
                                                                                                            
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                               (百万円未満切り捨て) 

 営業収入 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 

9,059 (43.4)
6,315 (30.8)

1,143 (59.8)
715 (16.8)

1,156 (61.1)
717 (21.1)

18 年 3 月期         13,615       1,578       1,589       
 
 

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 

620 (56.3)
396 (29.7)

3,431   01
2,194   71

18 年 3 月期 884       4,893   97

 
 

 (注)①期中平均株式数 18 年 9 月中間期 180,800 株 17 年 9 月中間期 180,800 株 18 年 3月期 180,800 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                               (百万円未満切り捨て)               
 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 

11,852   
9,724   

7,690 
6,727 

64.9  
69.2  

42,538   70
37,208   44

18 年 3 月期 10,597   7,215  68.1   39,907   69
(注)①期末発行済株式数 18 年 9 月中間期 180,800 株 17 年 9 月中間期 180,800 株 18 年 3月期 180,800 株 

②期末自己株式数  18 年 9月中間期    －株  17 年 9月中間期     －株  18 年 3月期   －株 
 
２．19 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) 

 営業収入 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 

通   期 18,900  2,400 1,250  

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)   6,913 円 72 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 ― 800.00 800.00 

19 年 3 月期（実績） ― ― 

19 年 3 月期（予想） ― 1,600.00 
1,600.00 

 
 
 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。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想と異なる場合があります。



５．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  5,420,500 2,723,662 3,784,594 

２．営業未収金  1,805,868 2,594,550 2,078,045 

３．前払費用  253,378 336,231 268,588 

４．その他 ※２ 98,573 187,345 126,086 

貸倒引当金  △681 △166 △127 

流動資産合計   7,577,640 77.9 5,841,623 49.3  6,257,188 59.0

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※１   

(1）建物  155,645 1,152,776 148,963 

(2）車両運搬具  47,729 59,806 48,507 

(3）器具備品  171,294 236,153 195,570 

(4）土地  24,850 344,210 24,850 

(5）建設仮勘定  － 605,708 802,523 

(6）その他  48,065 14,232 4,003 

有形固定資産合計  447,584 4.6 2,412,886 20.3 1,224,419 11.6

２．無形固定資産  249,236 2.6 541,648 4.6 247,004 2.3

３．投資その他の資産    

(1）差入保証金 ※３ 1,191,064 2,273,212 1,583,547 

(2）その他  259,596 783,687 1,286,275 

貸倒引当金  △1,081 △952 △700 

投資その他の資産
合計 

 1,449,579 14.9 3,055,947 25.8 2,869,123 27.1

固定資産合計   2,146,400 22.1 6,010,482 50.7  4,340,547 41.0

資産合計   9,724,040 100.0 11,852,105 100.0  10,597,735 100.0

    

－  － 
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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．営業未払金  185,486 223,736 200,481 

２．未払金  499,164 840,805 620,822 

３．未払費用  56,784 80,362 61,847 

４．未払法人税等  338,328 531,399 412,662 

５．前受金  450,399 714,594 515,367 

６．賞与引当金  153,078 246,656 135,901 

７．その他 ※２ 58,536 34,109 38,890 

流動負債合計   1,741,777 17.9 2,671,663 22.5  1,985,973 18.7

Ⅱ 固定負債    

１．役員退職慰労引当
金 

 15,535 21,749 17,595 

２．預り保証金  1,239,442 1,467,696 1,378,855 

固定負債合計   1,254,977 12.9 1,489,445 12.6  1,396,451 13.2

負債合計   2,996,755 30.8 4,161,109 35.1  3,382,424 31.9

－  － 
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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） 区分 金額（千円） 
構成比
（％）

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   2,591,160 26.7 － －  2,591,160 24.5

Ⅱ 資本剰余金    

１．資本準備金  2,833,510 － 2,833,510 

資本剰余金合計   2,833,510 29.1 － －  2,833,510 26.7

Ⅲ 利益剰余金    

１．中間（当期）未処
分利益 

 1,302,615 － 1,790,640 

利益剰余金合計   1,302,615 13.4 － －  1,790,640 16.9

資本合計   6,727,285 69.2 － －  7,215,310 68.1

負債資本合計   9,724,040 100.0 － －  10,597,735 100.0

    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金   － － 2,591,160 21.9  － －

２．資本剰余金    

(1）資本準備金  － 2,833,510 － 

 資本剰余金合計   － － 2,833,510 23.9  － －

３．利益剰余金    － －

(1）その他利益剰余
金 

   

  繰越利益剰余金  － 2,266,326 － 

 利益剰余金合計   － － 2,266,326 19.1  － －

 株主資本合計   － － 7,690,996 64.9  － －

純資産合計   － － 7,690,996 64.9  － －

負債純資産合計   － － 11,852,105 100.0  － －

    

－  － 
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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 営業収入   6,315,856 100.0 9,059,932 100.0  13,615,474 100.0

Ⅱ 営業原価   4,663,373 73.8 6,645,850 73.4  10,041,008 73.7

営業総利益   1,652,483 26.2 2,414,081 26.6  3,574,466 26.3

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

  936,991 14.9 1,270,796 14.0  1,996,193 14.7

営業利益   715,491 11.3 1,143,285 12.6  1,578,273 11.6

Ⅳ 営業外収益 ※１  2,319 0.1 13,012 0.2  11,370 0.1

経常利益   717,811 11.4 1,156,297 12.8  1,589,643 11.7

Ⅴ 特別利益   － － － －  398 0.0

Ⅵ 特別損失 ※２  36 0.0 27,174 0.3  246 0.0

税引前中間(当期)
純利益 

  717,774 11.4 1,129,122 12.5  1,589,795 11.7

法人税、住民税及
び事業税 

※４ 320,970 508,796 709,975 

法人税等調整額  － 320,970 5.1 － 508,796 5.7 △5,008 704,966 5.2

中間(当期)純利益   396,804 6.3 620,326 6.8  884,829 6.5

前期繰越利益   905,811 －  905,811

中間(当期)未処分
利益 

  1,302,615 －  1,790,640

    

 

（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 

資本剰余金 利益剰余金 

その他 
利益剰余金 

資本金 
資本準備金

資本剰余金
合計 

繰越利益 
剰余金 

利益剰余金 

純資産 

合計 

合計 

平成18年３月31日残高 
       (千円) 

2,591,160 2,833,510 2,833,510 1,790,640 1,790,640 7,215,310

中間会計期間中の変動額   

 剰余金の配当（注）  △144,640 △144,640 △144,640

 中間純利益  620,326 620,326 620,326

中間会計期間中の変動額
合計 (千円) 

－ － － 475,686 475,686 475,686

平成18年９月30日残高 
       (千円) 

2,591,160 2,833,510 2,833,510 2,266,326 2,266,326 7,690,996

（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）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を

採用しております。 

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 

 ただし、建物（附属設備を除

く）は定額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。 

 定率法 

 ただし、建物（附属設備を除

く）は定額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。 

 定率法 

 ただし、建物（附属設備を除

く）は定額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      10～30年  建物      10～47年  建物      10～30年 

  車両運搬具   ２～６年  車両運搬具   ２～６年  車両運搬具   ２～６年 

  器具備品    ３～10年  器具備品    ３～10年  器具備品    ３～10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。

 なお、自社利用ソフトウェア

については社内における利用可

能期間(５年)に基づいておりま

す。 

同左 同左 

 (3）長期前払費用 (3）長期前払費用 (3）長期前払費用 

  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 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 (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。

同左 同左 

 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 

  従業員に対する賞与の支給に

充てるため、支給見込額のうち

当中間会計期間に負担すべき金

額を計上しております。 

同左  従業員に対する賞与の支給に

充てるため、支給見込額のうち

当期に負担すべき金額を計上し

ております。 

 (3）退職給付引当金 (3）退職給付引当金 (3）退職給付引当金 

  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

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき計上しておりま

す。年金資産が退職給付債務を

上回る部分については、前払年

金費用として固定資産に計上し

ております。 

同左  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。年

金資産が退職給付債務を上回る

部分については、前払年金費用

として固定資産に計上しており

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）役員退職慰労引当金 (4）役員退職慰労引当金 (4）役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支出に備

えるため、役員退職慰労金規程

に基づく中間期末要支給額を計

上しております。 

同左  役員の退職慰労金の支出に備

えるため、役員退職慰労金規程

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 

(1）消費税等の会計処理 (1）消費税等の会計処理 (1）消費税等の会計処理 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 

 税抜方式によっております。

 但し、資産に係る消費税等の

うち控除対象外となることが見

込まれる金額については、当中

間会計期間の費用として処理し

ております。 

同左  税抜方式を採用しておりま

す。 

 但し、資産に係る控除対象外

消費税等は、発生年度の期間費

用としております。 

 

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） 

───── （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7,690,996千円であります。 

 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。 

───── 

───── （企業結合に係る会計基準等） 

 当中間会計期間より、「企業結合に係る

会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月

31日）及び「企業結合会計基準及び事業分

離等会計基準に関する適用指針」（企業会

計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計

基準適用指針第10号）を適用しておりま

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） 

                   （中間連結貸借対照表） 

  「建設仮勘定」は、前中間会計期間末は有形固定資産の「その

他」に含めて表示しておりましたが、資産合計の100分の５を超え

たため、区分掲記いたしました。 

 なお、前中間会計期間末における「建設仮勘定」の金額は41,707

千円であります。 

 

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 

210,862千円 356,588千円 267,759千円

     ───── ※２ 消費税等の取扱い ※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

殺のうえ流動負債の「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

殺のうえ流動資産の「その他」に含めて

表示しております。 

     ───── ※３ 差入保証金には、建設協力金 

1,149,660千円が含まれております。 

     ───── 

 ４ 偶発債務 

 債務保証 

下記の会社の不動産賃貸借契約に対

し、以下の未払賃借料について債務保証

を行っております。 

㈱ケアプラス 726,960千円

㈱エムエステート 247,280千円
 

 ４ 偶発債務 

 債務保証 

下記の会社の不動産賃貸借契約に対

し、以下の未払賃借料について債務保証

を行っております。 

㈱ケアプラス 689,520千円

㈱エムエステート 228,514千円
 

 ４ 偶発債務 

 債務保証 

下記の会社の不動産賃貸借契約に対

し、以下の未払賃借料について債務保証

を行っております。 

㈱ケアプラス 708,240千円

㈱エムエステート 246,320千円
 
また、下記の会社の営業未払金につい

て債務保証を行っております。 

㈱エムエステート 39,255千円
 

 

当中間期中の発行済株式数の増加 

 該当事項はありません。 
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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） 

※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 2,297千円
  

 
受取利息 12,608千円

  

 
受取利息 10,007千円

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

 
 

 
  

 
固定資産除却損 743千円

抱合せ株式消滅差損 26,431千円
  

 

 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 44,606千円

無形固定資産 4,095千円
  

 
有形固定資産 71,148千円

無形固定資産 23,479千円
  

 
有形固定資産 103,520千円

無形固定資産 10,536千円
  

     ───── ※４ 当中間会計期間における税金費用につ

いては、簡便法による税効果会計を適用

しているため、法人税等調整額は「法人

税、住民税及び事業税」に含めて表示し

ております。 

※４       同左 
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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) 

車両運搬具 1,563 1,172 390 

器具備品 159,833 127,468 32,364 

合計 161,397 128,641 32,755 

  

 

 

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)

車両運搬具 1,563 1,485 78

器具備品 70,743 54,957 15,785

合計 72,307 56,443 15,864

  

 

 

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)

車両運搬具 1,563 1,329 234

器具備品 113,434 94,086 19,347

合計 114,998 95,415 19,582

  
(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 23,431千円

１年超 13,288千円

合計 36,719千円
  

 
１年内 11,599千円

１年超 5,859千円

合計 17,459千円
  

 
１年内 15,647千円

１年超 6,636千円

合計 22,284千円
  

(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 19,506千円

減価償却費相当額 16,598千円

支払利息相当額 1,277千円
  

 
支払リース料 10,387千円

減価償却費相当額 8,604千円

支払利息相当額 604千円
  

 
支払リース料 34,762千円

減価償却費相当額 29,653千円

支払利息相当額 2,118千円
  

(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 

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 未経過リース料 未経過リース料 
 

１年内 2,333,887千円

１年超 39,835,326千円

合計 42,169,213千円
  

 
１年内 3,473,476千円

１年超 58,879,294千円

合計 62,352,770千円
  

 
１年内 2,848,027千円

１年超 48,210,257千円

合計 51,058,284千円
  

 

（有価証券関係） 

 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）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）において子会社株式及び関

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 37,208円43銭

１株当たり中間純利
益 

2,194円71銭

  

  

１株当たり純資産額 42,538円69銭

１株当たり中間純利
益 

3,431円00銭

  

  

１株当たり純資産額 39,907円69銭

１株当たり当期純利
益 

4,893円96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、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

中間純利益については、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。 

 当社は、平成17年５月20日付で株

式１株につき４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

情報については、それぞれ以下のと

おりとなります。 

前中間会計期間 前事業年度 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

16,893円14銭 35,513円72銭 
１株当たり中間純利

益 

1,884円10銭 
潜在株式調整後１株

当たり中間純利益 

－円 

１株当たり当期純利

益 

3,769円68銭 
潜在株式調整後１株

当たり当期純利益 

－円 
 

  当社は、平成17年５月20日付で株

式１株につき４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

情報については、それぞれ以下のと

おりとなります。 

１株当たり純資産額 35,513円72銭

１株当たり当期純利益 3,769円68銭
潜在株式調整後１株当た

り当期純利益 
－円

 

 

 （注）１．１株当たり中間（当期）純資産の算定上の基礎は、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 

(平成18年３月31日) 

純資産の部の合計額（千円） － 7,690,996 － 

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（期末）の純

資産額（千円） 
－ 7,690,996 － 

１株当たり純資産額の算定に用いられ

た中間期末（期末）の普通株式の数

（株） 

－ 180,800 － 
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    ２．１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)

中間（当期）純利益（千円） 396,804 620,326 884,829 

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） 

396,804 620,326 884,829 

普通株式の期中平均株式数（株） 180,800 180,800 180,800 

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６月29日 

定時株主総会決議に基

づく新株予約権（潜在

株式の数432株） 

平成16年６月29日 

定時株主総会決議に基

づく新株予約権（潜在

株式の数420株） 

平成16年６月29日 

定時株主総会決議に基

づく新株予約権（潜在

株式の数420株） 

 

（企業結合等関係） 

 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） 

当社は、平成18年４月１日（合併期日）に、100％子会社１社を下記のとおり吸収合併しました。 

 

１．結合当事企業の名称及び事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的を含む取引

の概要 

 

(1）結合当事企業の名称及び事業の内容 

 ①結合企業 

名称 株式会社メッセージ（当社） 

事業の内容 有料老人ホームの運営 

 ②被結合企業 

名称 コンフォートピア株式会社 

事業の内容 有料老人ホームの運営 

(2）企業結合の法的形式及び結合後企業の名称 

  当社を存続会社、コンフォートピア株式会社を消滅会社とする吸収合併であり、結合後企業の名称は株式

会社メッセージとなっています。 

(3）取引の目的を含む取引の概要 

  当社と事業内容が重複する子会社を当社に吸収合併することにより、事業の効率化を図ることを目的とす

るものであります。なお、合併による新株式の発行及び資本金の増加はありません。 

 

２．実施した会計処理の概要 

 コンフォートピア株式会社の合併期日の前日に付された適正な帳簿価額により引継いだ資産（連結調整勘定

を含む）及び負債と、当社の持つ子会社株式の帳簿価額との差額を損益計算書の特別損失に「抱合せ株式消滅

差損」として26,431千円計上しております。 
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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18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） 

────── 

 

────── 

 

 
 当社は、平成18年４月１日をもっ

て、100％子会社であるコンフォート

ピア株式会社を吸収合併いたしまし

た。 

 (1）合併の目的 

    当社と事業内容が重複する

子会社を当社に吸収合併する

ことにより、事業の効率化を

図ることを目的とするもので

あります。 

 (2）合併の方法 

    当社を存続会社とする吸収

合併方式で、コンフォートピ

ア株式会社は解散いたしま

す。 

    本合併は、旧商法第413条

ノ３に定める簡易合併の手続

により行うものであります。

 (3）資本金の増加 

    資本金の増加はありませ

ん。 

 (4）合併期日 

    平成18年４月１日（登記：

平成18年４月３日） 

 (5）合併による引継資産 

    当社がコンフォートピア株

式会社から引き継いだ資産、

負債は以下のとおりでありま

す。 

    資産合計   664,313千円

    負債合計   259,744千円

    差引正味財産 404,568千円
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