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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 （百万円未満切り捨てて）

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 282 33.4 △79 － △88 －

17年9月中間期 211 △35.3 △79 － △78 －

18年3月期 551 △143 △138

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 △78 － △1 41

17年9月中間期 △75 － △1 36

18年3月期 △136 △2 47

（注）①期中平均株式数 18年9月中間期  55,569,929株 17年9月中間期 55,455,792株 18年3月期 55,455,557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。

(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 2,249 2,061 79.5 28 63

17年9月中間期 1,147 983 85.6 17 73

18年3月期 1,137 921 81.1 16 62

（注）①期末発行済株式数 18年9月中間期 62,455,173株 17年9月中間期 55,455,707株 18年3月期 55,455,177株

②期末自己株式数 18年9月中間期     22,293株 17年9月中間期 21,759株 18年3月期    22,289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 712 △88 △91

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　　△1円 46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） － －

 

※　上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の

様々な要因により、上記予想数値と異なる場合があります。
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１．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 627,657 1,696,065 576,851

２．受取手形 ※６ 58,410 84,175 59,699

３．売掛金 41,937 57,271 127,162

４．たな卸資産 22,479 34,939 21,438

５. 関係会社短期貸付金 30,000 12,000 12,000

６．その他 ※３ 6,380 6,868 3,984

７．貸倒引当金 △5,552 △967 △14,838

流動資産合計 781,313 68.1 1,890,353 84.0 786,300 69.2

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※２

(1）建物 ※４ 23,374 34,848 23,927

(2）土地 ※５ 220,828 220,828 220,828

(3）その他 15,810 15,817 13,356

有形固定資産合計 260,014 271,494 258,114

２．無形固定資産 2,719 2,467 2,593

３．投資その他の資産

(1）関係会社株式 43,219 43,219 43,219

(2）関係会社長期貸付金 50,000 30,000 36,000

(3）破産債権、再生債権、
更生債権等

59,369 59,100 59,369

(4）その他 10,937 12,189 10,942

(5）貸倒引当金 △59,659 △59,151 △59,430

投資その他の資産合計 103,867 85,358 90,101

固定資産合計 366,601 31.9 359,320 16.0 350,809 30.8

資産合計 1,147,914 100.0 2,249,673 100.0 1,137,110 100.0
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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 17,067 34,200 75,862

２．未払法人税等 3,576 4,624 4,099

３．賞与引当金 4,824 4,942 5,022

４．その他 ※３ 20,117 37,834 17,857

流動負債合計 45,585 4.0 81,602 3.6 102,842 9.0

Ⅱ　固定負債

１．退職給付引当金 44,477 31,566 37,832

２．再評価に係る繰延税金
負債

74,750 74,750 74,750

３．その他 － 525 －

固定負債合計 119,227 10.4 106,841 4.8 112,583 9.9

負債合計 164,812 14.4 188,443 8.4 215,425 18.9

（資本の部）

Ⅰ　資本金 2,070,225 180.3 － － 2,070,225 182.1

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 － － －

２．中間（当期）未処理
損失

1,195,567 － 1,256,887

利益剰余金合計 △1,195,567 △104.2 － － △1,256,887 △110.5

Ⅳ　土地再評価差額金 109,818 9.6 － － 109,818 9.7

Ⅴ　自己株式 △1,374 △0.1 － － △1,471 △0.1

資本合計 983,101 85.6 － － 921,684 81.1

負債資本合計 1,147,914 100.0 － － 1,137,110 100.0
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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
（％）

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本  

１　資本金  － － 2,546,225 113.2 － －

２　資本剰余金  

(1) 資本準備金 － 469,000 －

資本剰余金合計 － － 469,000 20.8 － －

３　利益剰余金  

(1) その他利益剰余金    

繰越利益剰余金 － △1,335,340 －

利益剰余金合計  － － △1,335,340 △59.3 － －

４　自己株式  － － △1,472 △0.1 － －

株主資本合計  － － 1,678,412 74.6 － －

Ⅱ　評価・換算差額等

１　土地再評価差額金 － － 109,818 4.9 － －

評価・換算差額等合計 － － 109,818 4.9 － －

Ⅲ　新株予約権 － － 273,000 12.1 － －

純資産合計 － － 2,061,230 91.6 － －

負債純資産合計 － － 2,249,673 100.0 － －
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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 211,521 100.0 282,087 100.0 551,795 100.0

Ⅱ　売上原価 169,460 80.1 218,503 77.5 438,962 79.6

売上総利益 42,061 19.9 63,583 22.5 112,832 20.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費 121,206 57.3 143,002 50.7 256,213 46.4

営業損失 79,145 △37.4 79,419 △28.2 143,380 △26.0

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息及び配当金 227 309 606

２．受取手数料 1,320 1,320 2,640

３．固定資産賃貸料 6,060 6,000 12,120

４．その他 1,047 1,365 3,121

営業外収益合計 8,654 4.1 8,994 3.2 18,487 3.4

Ⅴ　営業外費用

１．貸付賃借料 4,200 4,200 8,400

１．新株発行費 3,562 11,325 5,551

２．その他 7,762 2,658 13,951

営業外費用合計 7,762 3.7 18,184 6.4 13,951 2.5

経常損失 78,252 △37.0 88,608 △31.4 138,844 △25.2

Ⅵ　特別利益

１．貸倒引当金戻入益 4,462 13,913 2,970

２．関係会社出資金売却益 － － 2,189

特別利益合計 4,462 2.1 13,913 4.9 5,159 0.9

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除却損 ※２ 199 358 199

２．事業所移転損失 ※３ － 1,911 －

特別損失合計 199 0.1 2,269 0.8 199 0.0

税引前中間（当期）純損失 73,990 △35.0 76,964 △27.3 133,885 △24.3

法人税、住民税及び事業税 1,425 0.7 △1,488 0.5 2,850 0.5

中間（当期）純損失 75,415 △35.7 78,453 △27.8 136,735 △24.8

前期繰越損失 1,120,152 － 1,120,152

中間（当期）未処理損失 1,195,567 － 1,256,887
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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 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高（千円）　　 2,070,225 － △1,256,887 △1,471 811,866

中間会計期間中の変動額

新株の発行 476,000 469,000 － － 945,000

中間純損失 － － △78,453 － △78,453

自己株式の取得 － － － △0 △0

新株予約権の発行 － － － － －

中間会計期間中の変動額合計 476,000 469,000 △78,453 △0 866,546

平成18年９月30日　残高（千円） 2,546,225 469,000 △1,335,340 △1,472 1,678,412

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計

土地再評価差額金 評価・換算差額等合計

平成18年３月31日　残高（千円）　　 109,818 109,818 － 921,684

中間会計期間中の変動額

新株の発行 － － － 945,000

中間純損失 － － － △78,453

自己株式の取得 － － － △0

新株予約権の発行 － － 273,000 273,000

中間会計期間中の変動額合計 － － 273,000 1,139,546

平成18年９月30日　残高（千円） 109,818 109,818 273,000 2,061,230
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

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）

　当社は、前事業年度において、経常
利益ならびに当期純利益については黒
字化し、財務面においても、転換社債
の株式転換に伴い大幅な財務体質の強
化を図ることができました。しかしな
がら、営業利益ベースでは前事業年度
まで継続的に営業損失を計上し、当中
間会計期間においても79,145千円の営
業損失を計上することとなり、営業
キャッシュ・フローも継続的に長期に
わたりマイナスとなっており、継続企
業の前提に関する重要な疑義が存在し
ております。
　この主な要因は、服飾素材としての
刺繍レースが顧客ニーズのアイテムか
ら外れ、ファッションの流れに乗るよ
うな魅力ある商品造りが儘ならず、レー
ス事業の売上が伸び悩んでおり、また
それに代わる化粧品事業において前事
業年度の大幅な増収の要因となった大
口受注を獲得することができなかった
ためであります。
　このような状況ではありますが、レー
ス事業においては、当社の意匠力を活
かした企画・提案を推進し、子会社で
ある湖北日本レース株式会社の製造部
門を活用し、小規模ながらも当事業の
維持継続に注力いたします。
　化粧品事業においては、当社の基幹
事業として生産能力を高めるため経営
資源を集中させ、商品開発力、営業力
の強化により顧客の新規開拓に努める
とともに、既存取引先へのシェア拡大
努力を継続すること等により、営業シェ
アの早期拡大に向けて努力してまいり
ます。なお、子会社である株式会社ラ
フィネの化粧品工場（滋賀県大津市本
堅田）について、貸主から賃貸借契約
解約（平成17年９月末日解約）の申し
入れを受け、直ちに当該賃貸借契約の
継続希望を通知いたしました。貸主か
らは、代替地に新工場を建設し賃貸借
する旨の提案を受け、早期解決に向け
て協議中であります。
  また、当社の企業再構築にはレース
事業、化粧品事業に加えて新たな事業
あるいは収益力のある企業の買収等が
必要であるとの考えにより、当中間会
計期間においても対象となる案件を精
査してまいりましたが、投資額に見合
う収益が得られない等の理由により企
業買収の実現には至っておりません。
しかしながら、今後も引き続き新たな
収益源の確保に向けて、慎重かつ、積
極的に取り組んでまいります。
　中間財務諸表は継続企業を前提とし
て作成されており、このような重要な
疑義の影響を中間財務諸表には反映し
ておりません。

―
　
　
　

　当社は、前事業年度まで継続的に営
業損失を計上し、当事業年度において
も143,380千円の営業損失を計上し、営
業キャッシュ・フローも継続的に長期
にわたりマイナスとなっており、継続
企業の前提に関する重要な疑義が存在
しております。　
  この主な要因は、服飾素材としての
刺繍レースが夏季におけるファッショ
ンアイテムの定番から外れて久しい環
境にあり、加えて長期的な繊維不況に
よる国内レース産業の衰退と規模縮小
が、レース事業の売上を伸び悩ませる
結果となっております。しかしながら、
当事業年度の終わり近くになって、稀
に見るレースのグローバル的流行によ
る需要の波が国内にも押し寄せました
が、衰退した国内レース業界ではこの
すべてを吸収しきれない状態が一時発
生いたしました。　
  このような状況により、当社のレー
ス事業においては、前事業年度と同様
に赤字幅の縮小を実現いたしました。
今後も継続して利益向上、原価低減等
により収支均衡の実現に注力いたしま
す。　
  化粧品事業においては、当社の基幹
事業として揺るぎない地位を確立する
ため経営資源を集中させ、既存取引先
へのシェア拡大努力と合わせて商品開
発力、営業力の強化により顧客の新規
開拓に努め、一層の利益拡大を図って
まいります。　
  一方、当社の企業再構築には、レー
ス事業、化粧品事業に加えて新たな事
業の導入が必要であるとの考えにより、
今後は、既存事業以外の分野において、
安定した企業収益を確保すべく新規事
業の早期実現を目指してまいります。
  財務諸表は継続企業を前提として作
成されており、このような重要な疑義
の影響を財務諸表には反映しておりま
せん。
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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

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

移動平均法による原価法

１．資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

子会社株式

同左

１．資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

子会社株式

同左

その他有価証券

時価のないもの

移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のないもの

同左

その他有価証券

時価のないもの

同左

(2）たな卸資産

製品　総平均法による原価法

(2）たな卸資産

商品・製品　同左

(2）たな卸資産

製品　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

主な耐用年数は次の通り

建物及び構築物　　10～40年

機械装置及び運搬具

３～14年

工具器具及び備品　４～20年

２．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産　同左

同左

建物及び構築物　　８～40年

機械装置及び運搬具

３～14年

工具器具及び備品　４～20年

２．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産　同左

同左

建物及び構築物　　10～40年

機械装置及び運搬具

３～14年

工具器具及び備品　４～20年

(2）無形固定資産

定額法

自社利用のソフトウエアについ

ては、社内における利用可能期

間（５年）に基づいて償却して

おります。

(2）無形固定資産

同左

同左

(2）無形固定資産

同左

同左

３．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績繰

入率により、貸倒懸念債権及び

破産債権、再生債権、更生債権

その他これらに準ずる債権につ

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。

３．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

同左

３．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるた

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。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるた

め、支給見込額に基づき計上し

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、

当期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。

(3）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当期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。

(3）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

退職給付債務及び年金資産に基

づき、当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。
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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）

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。

４．リース取引の処理方法

同左

４．リース取引の処理方法

同左

５．その他中間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方法

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。

５．その他中間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方法

同左

５．その他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方法

同左

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）

 当中間会計期間から固定資産の減損

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。

　当社の資産のグルーピングは、レー

ス事業、化粧品事業、その他事業及び

管理部門の継続的に収支を把握できる

単位とし、判定しております。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）

 当事業年度から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。

　当社の資産のグルーピングは、レー

ス事業、化粧品事業、その他事業及び

管理部門の継続的に収支を把握できる

単位とし、判定しております。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）

 　当中間会計期間から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会　平成17年

12月９日　企業会計基準第５号）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

計基準委員会　平成17年12月９日　企

業会計基準適用指針第8号)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。

　なお、従来の「資本の部」の合計に

相当する金額は1,788,230千円であり

ます。

　中間財務諸表等規則の改正により、

当中間会計期間における中間財務諸表

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。 

 

 －
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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）

────── （中間損益計算書）

　前中間会計期間まで営業外収益の「その他」に含めて表

示しておりました「受取手数料」及び「固定資産賃貸料」

は、その重要性に鑑み、当中間会計期間より区分掲記して

おります。

　なお、前中間会計期間における「受取手数料」及び「固

定資産賃貸料」の金額は1,320千円、6,060千円であります。

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）

（子会社における化粧品工場の賃貸借

契約解約の申し入れについて）

　子会社である株式会社ラフィネの化

粧品工場（滋賀県大津市本堅田）につ

いて、貸主から賃貸借契約解約（平成

17年９月末日解約）の申し入れを受け、

直ちに当該賃貸借契約の継続希望を通

知いたしました。貸主からは、代替地

に新工場を建設し賃貸借する旨の提案

を受け、早期解決に向けて協議中であ

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．受取手形裏書譲渡高

11,669千円

　１．受取手形裏書譲渡高

20,509千円

　１．受取手形裏書譲渡高

31,938千円

※２．有形固定資産から直接控除した

減価償却累計額

       334,977千円

※２．有形固定資産から直接控除した

減価償却累計額

      332,984千円

※２．有形固定資産から直接控除した

減価償却累計額

337,227千円

※３．消費税等に係る表示

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。

※３．消費税等に係る表示

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。

  ３．　　　　　―

※４．建物のうち、遊休資産が1,702

千円含まれております。　 

※４．建物のうち、遊休資産が 582千

円、構築物のうち遊休資産が65

千円含まれております。　 

※４．建物のうち、遊休資産が 1,665

千円、構築物のうち遊休資産が

132千円含まれております。　 

※５．土地のうち、遊休資産が57,562

千円含まれております。 

※５．土地のうち、遊休資産が14,758

千円含まれております。 

※５．土地のうち、遊休資産が57,562千

円含まれております。 

※６．　　　－ ※６. 中間会計期間末日満期手形の会

計処理については、手形交換日

をもって決済処理しておりま

す。

　なお、当中間会計期間末日が

金融機関の休日であったため、

次の中間会計期間末日満期手形

が、中間会計期間末残高に含ま

れております。

　受取手形　3,727千円

※６．　　　－ 
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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．　　　　　─ ※１．　　　　　─ ※１．青島華日機繍有限公司に対する

出資持分を売却したものであり

ます。

※２．使用不能となった車両及び運搬

具、工具器具及び備品、建物附

属設備を除却したものでありま

す。

※２．使用不能となった建物及び付属

設備、工具器具及び備品を除却

したものであります。

※２．使用不能となった建物及び付属

設備、車両及び運搬具、工具器

具及び備品を除却したものであ

ります。

※３．　　　　　─ ※３．滋賀県大津市堅田の賃貸借契約

解約により発生した移転費用で

あります。

※３．　　　　　─

　４．減価償却実施額 　４．減価償却実施額 　４．減価償却実施額

有形固定資産    2,185千円

無形固定資産   120千円

有形固定資産   2,003千円

無形固定資産   125千円

有形固定資産    4,435千円

無形固定資産   246千円

（中間株主資本等変動計算書関係）

 　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　（注）  　　　　　22,289株  　　　　　　　４株　  　　　　　　　　－  　　　　　22,293株

 　　　合計  　　　　　22,289株  　　　　　　　４株　  　　　　　　　　－  　　　　　22,293株

 　（注）自己株式の増加は、単元未満株式の買取によるものであります。

 

①　リース取引

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

リース取引は重要性が乏しいため、

注記を省略しております。

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

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

同左

②　有価証券

　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（平成17年４月１日　至平成18年３月31日）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   17円73銭

１株当たり中間純損失金額   1円36銭

１株当たり純資産額  28円63銭

１株当たり中間純損失金額  １円41銭

１株当たり純資産額 16円62銭

１株当たり当期純損失金額  ２円47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
間純損失であり、また、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
を計上しているため記載しておりませ
ん。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期
純利益金額については、１株当たり当
期純損失であり、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   2,061,230千円       －　千円

純資産の部の合計額から控除

する金額

       －　千円    273,000千円        －　千円

（うち新株予約権）        －　千円            （273,000千円）        －　千円

普通株式に係る中間期末（期

末）の純資産額

       －　千円 1,788,230千円        －　千円

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 62,455,173株           －　株

 

（注２）１株当たり中間（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（当期）純損失 75,415千円 78,453千円       136,735千円

普通株主に帰属しない金額 － － －

普通株式に係る中間（当期）
純損失

      75,415千円   78,453千円       136,735千円

期中平均株式数           55,455,792株            55,569,929株            55,455,557株

希薄化を有しないため潜在株
式調整後１株当たり中間（当
期）純利益の金額に含めなかっ
た潜在株式の概要

－ 第１回新株予約権
(新株予約権の数 1,300個）

－
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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）

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）

―  平成18年10月２日に不動産事業にお
いて安定した賃料収入が見込め、将
来の収益力の強化に貢献する物件を
狙いとした不動産売買契約を締結し、
引渡しを受けております。
その概要は次のとおりであります。
①取得資産の内容　
　　建物（鉄筋コンクリート造７階
　　建て、地下１階）及び土地
②敷地面積　　　　717.42㎡
③建物延床面積　　1485.77㎡
④所在地
　　東京都港区西麻布一丁目７番２
　　号
　これにより建物が47,197千円及び
土地が1,051,752千円増加しておりま
す。
また、売上高においては115百万円の
増加及び営業利益においては75百万
円の増加を見込んでおります。
 

―
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