
(財)財務会計基準機構会員  
平成19年４月期 個別中間財務諸表の概要 平成18年12月11日

上場会社名 株式会社ザッパラス 上場取引所 東証マザーズ

コード番号 ３７７０ 本社所在都道府県 東京都

（URL　http://www.zappallas.com/）

代表者　　　　　役職名 代表取締役社長 氏名　杉山　全功

問合せ先責任者　役職名
取締役執行役員

管理本部長
氏名　山崎　浩史 ＴＥＬ　　（０３）５４７５－７１３３

決算取締役会開催日 平成18年12月11日   

単元株制度採用の有無 無

１．平成18年10月中間期の業績（平成18年５月１日～平成18年10月31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10月中間期 2,767 29.9 702 111.3 696 116.0

17年10月中間期 2,129 5.9 332 41.9 322 0.4

18年４月期 4,896 732 718

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10月中間期 383 93.6 6,101 52

17年10月中間期 198 21.9 18,085 98

18年４月期 433 7,279 28

（注）①期中平均株式数 18年10月中間期 62,847株 17年10月中間期 10,952株 18年４月期 57,816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。

④当社は平成17年12月20日付をもって、普通株式１株につき５株に分割いたしました。

(2）財政状態 （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。

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10月中間期 4,748 3,736 78.7 59,297 01

17年10月中間期 3,694 2,945 79.7 264,031 71

18年４月期 4,567 3,482 76.2 55,258 14

（注）①期末発行済株式数 18年10月中間期 63,005株 17年10月中間期 11,156株 18年４月期 62,780株

②期末自己株式数 18年10月中間期 －株 17年10月中間期 －株 18年４月期 －株

２．平成19年４月期の業績予想（平成18年５月１日～平成19年４月30日）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 5,726 882 474

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　3,766円36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4月期 － 2,000.0 2,000.0

19年4月期（実績） － －
1,100.0

19年4月期（予想） － 1,100.0

(注)当社は、平成18年11月１日をもって普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。そのため、19年4月

期(予想）の１株当たり配当金の数値は株式分割後の金額となっており、株式分割前の基準で比較した場合の１株当た

り配当金は（期末）2,200円、（年間）2,200円となります。    
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※  上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記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は添付資料の７ページを参照して下さい。 
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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10月31日）
当中間会計期間末

（平成18年10月31日）

対前中間

期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年４月30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   2,149,711   1,650,526    1,863,967  

２．売掛金   933,819   1,269,287    1,333,825  

３．たな卸資産   7,948   3,320    15,842  

４．短期貸付金   280,000   150,000    －  

５．その他   63,606   97,009    74,311  

貸倒引当金   △14,034   △16,718    △19,906  

流動資産合計   3,421,050 92.6  3,153,425 66.4 △267,625  3,268,039 71.6

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産 ※１  46,981   117,232    55,495  

２．無形固定資産   86,237   153,115    98,207  

３．投資その他の資産            

　 (1)関係会社株式　   －   1,080,210    889,680  

　 (2)その他   165,654   254,146    265,968  

貸倒引当金   △25,000   △10,000    △10,000  

　　投資その他の資産
合計

  140,654   1,324,356    1,145,648  

固定資産合計   273,873 7.4  1,594,704 33.6 1,320,830  1,299,350 28.4

資産合計   3,694,924 100.0  4,748,129 100.0 1,053,204  4,567,390 100.0

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．買掛金   446,918   441,838    555,393  

２．未払金   87,538   164,956    214,976  

３．未払費用   45,555   58,242    61,544  

４．役員賞与引当金   －   12,000    －  

５．未払法人税等   128,139   303,419    214,353  

６．新株予約権   20,787   －    －  

７．その他 ※２  20,447   31,664    39,016  

流動負債合計   749,386 20.3  1,012,121 21.3 262,734  1,085,284 23.8

負債合計   749,386 20.3  1,012,121 21.3 262,734  1,085,284 23.8

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   1,216,450 32.9  － － －  1,366,843 29.9

Ⅱ　資本剰余金            

１．資本準備金  1,141,825   －    1,292,218   

資本剰余金合計   1,141,825 30.9  － － －  1,292,218 28.3

Ⅲ　利益剰余金            

１．中間（当期）未処
分利益

 587,262   －    823,043   

利益剰余金合計   587,262 15.9  － － －  823,043 18.0

資本合計   2,945,537 79.7  － －   3,482,106 76.2

負債・資本合計   3,694,924 100.0  － －   4,567,390 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年10月31日）
当中間会計期間末

（平成18年10月31日）

対前中間

期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年４月30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   － －  1,371,343 28.9 －  － －

 　２．資本剰余金            

 　　 (1)資本準備金  －   1,296,718    －   

 　　資本剰余金合計   － －  1,296,718 27.3 －  － －

 　３．利益剰余金            

 　　 (1)その他利益剰
余金

           

 　　　　繰越利益剰余
金

 －   1,067,946    －   

 　利益剰余金合計   － －  1,067,946 22.5 －  － －

 　純資産合計   － －  3,736,008 78.7 －  － －

 　 負債及び純資産合計   － －  4,748,129 100.0 －  － －
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年５月１日
至　平成17年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

対前中間
期比 
 

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   2,129,846 100.0  2,767,441 100.0 637,594  4,896,855 100.0

Ⅱ　売上原価   1,106,883 52.0  1,180,713 42.7 73,829  2,530,065 51.7

売上総利益   1,022,963 48.0  1,586,727 57.3 563,764  2,366,790 48.3

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

  690,317 32.4  883,869 31.9 193,551  1,634,318 33.3

営業利益   332,645 15.6  702,858 25.4 370,212  732,472 15.0

Ⅳ　営業外収益 ※１  1,068 0.0  1,204 0.0 136  1,947 0.0

Ⅴ　営業外費用 ※２  11,120 0.5  7,107 0.2 △4,013  15,531 0.3

経常利益   322,593 15.1  696,955 25.2 374,361  718,888 14.7

Ⅵ　特別利益 ※３  3,808 0.2  3,188 0.1 △620  - -

Ⅶ　特別損失 ※４  1,340 0.0  38,000 1.4 36,659  9,320 0.2

税引前中間（当
期）純利益

  325,062 15.3  662,143 23.9 337,081  709,568 14.5

法人税、住民税及
び事業税

 122,360   296,675    291,270   

法人税等調整額  4,624 126,984 6.0 △17,994 278,681 10.0 151,697 △15,560 275,709 5.6

中間（当期）純利
益

  198,077 9.3  383,462 13.9 185,384  433,858 8.9

前期繰越利益   389,185       389,185  

中間（当期）未処
分利益

  587,262       823,043  
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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５月１日　至　平成18年10月31日)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

株主資本

純資産合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

その他利益

剰余金

 繰越利益

剰余金

 平成18年４月30日　残高　　　

　　　　　　 (千円）
1,366,843 1,292,218 823,043 3,482,106 3,482,106

 中間会計期間中の変動額      

　新株の発行 4,500 4,500  9,000 9,000

　剰余金の配当   △125,560 △125,560 △125,560

　利益処分による役員賞与   △13,000 △13,000 △13,000

　中間純利益   383,462 383,462 383,462

 中間会計期間中の変動額合計

 (千円）
4,500 4,500 244,902 253,902 253,902

 平成18年10月31日　残高　

 (千円）
1,371,343 1,296,718 1,067,946 3,736,008 3,736,008
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(4) 中間キャッシュ・フロー計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年５月１日
至　平成17年10月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

  

税引前中間純利益  325,062

減価償却費  38,215

新株発行費償却  8,968

公開関連費用  2,152

貸倒引当金の増減額  △3,808

受取利息  △913

固定資産除売却損  1,340

売上債権の増減額  △50,195

たな卸資産の増減額  7,290

仕入債務の増減額  △1,052

未払金の増減額  △25,249

未払費用の増減額  △15,824

未払消費税等の増減額  △3,746

その他  △10,038

小計  272,198

利息の受取額  913

法人税等の支払額  △137,874

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

 135,237

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

  

有形固定資産の取得による支
出

 △29,127

無形固定資産の取得による支
出

 △40,184

営業の譲渡しによる収入  16,676

差入保証金の回収による収入  1,000

貸付けによる支出  △280,000

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

 △331,635

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

  

株式の発行による収入  1,281,406

公開関連費用の支出  △22,826

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

 1,258,580

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額  1,062,182

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  1,087,529

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末
残高

※１ 2,149,711
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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５月１日
至　平成17年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

前事業年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

１．資産の評価基準及び評価方

法

 (1) 有価証券

 　 ①　　　─────

 

 

    ②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

　　  を採用しております。

 (1) 有価証券

 　 ①子会社株式

 　　移動平均法による原価法を採用

しております。

  　②その他有価証券

　　　　同左

 

 

 (1) 有価証券

  　①子会社株式

　　　　　　　同左

 

  　②その他有価証券

　 　同左

  

 

 

 

(2) たな卸資産

     ①商品

　移動平均法による原価法を採

用しております。

(2) たな卸資産

     ①商品

同左

 

(2) たな卸資産

     ①商品 

同左

 

  　  ②　　　─────   　 ②　　　───── 　　 ②仕掛品

　　　 個別法による原価法を採用

しております。

 

 

③貯蔵品

　最終仕入原価法を採用してお

ります。

③貯蔵品

同左

③貯蔵品

同左

２.　固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法を採用しております。

　なお、耐用年数については、コ

ンピュータ及びその周辺機器以

外については法人税法に規定す

る方法と同一の基準により、コ

ンピュータ及びその周辺機器に

ついては経済的機能的な実情を

勘案した耐用年数（２年）に

よっており、主な耐用年数は以

下のとおりであります。

建物付属設備　　10～15年

 　  工具器具備品　　２～20年

(1）有形固定資産

　定率法を採用しております。

　なお、耐用年数については、コ

ンピュータ及びその周辺機器以

外については法人税法に規定す

る方法と同一の基準により、コ

ンピュータ及びその周辺機器に

ついては経済的機能的な実情を

勘案した耐用年数（２年）に

よっており、主な耐用年数は以

下のとおりであります。

建物付属設備　　３～18年

 　  工具器具備品　　２～20年

(1）有形固定資産

　定率法を採用しております。

　なお、耐用年数については、コ

ンピュータ及びその周辺機器以

外については法人税法に規定す

る方法と同一の基準により、コ

ンピュータ及びその周辺機器に

ついては経済的機能的な実情を

勘案した耐用年数（２年）に

よっており、主な耐用年数は以

下のとおりであります。

建物付属設備　　10～15年

     工具器具備品　  ２～20年

 

 

 

(2）無形固定資産

自社利用のソフトウェア

社内における利用可能期間(２

年）に基づく定額法を採用して

おります。

(2）無形固定資産

自社利用のソフトウェア

同左

(2）無形固定資産

自社利用のソフトウェア

同左

 

 

 (3）長期前払費用

 　  均等償却によって処理してお

　ります。

     なお、償却期間につきまして　

は法人税法に規定する方法と同

一の基準によっております。

 (3）長期前払費用

 同左

 

  

 

(3）長期前払費用

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年５月１日
至　平成17年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

前事業年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

３. 繰延資産の処理方法　

 　

　新株発行費

　支出時に全額費用として処理し

ております。

――――――

 

　新株発行費

　支出時に全額費用として処理し

ております。

４．引当金の計上基準

 

(1)貸倒引当金

　売上債権等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

収可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。

 

 (2)　　　　─────

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)貸倒引当金

同左

 

 

 

 

 

  (2)役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給見込

額に基づき当中間会計期間に

見合う分を計上しております。

 　(会計処理の変更)

当中間会計期間から「役員賞

与に関する会計基準」(企業会

計基準委員会　平成17年11月

29日企業会計基準第４号)を適

用しております。この結果、

従来の方法に比べて、営業利

益、経常利益及び税引前中間

純利益が、12,000千円減少し

ております。

(1)貸倒引当金

同左

 

 

 

 

  

 (2)　　　─────

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

６．中間キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲

　中間キャッシュ・フロー計算書に

おける資金（現金及び現金同等

物）は、手許現金、随時引き出し

可能な預金及び容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得日

から３か月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。

 ─────  ─────

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

　消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方式

によっております。

　消費税等の会計処理

同左

　消費税等の会計処理

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５月１日
至　平成17年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

前事業年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

 （固定資産の減損に係る会計処理）

 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）が平成17年４月

１日以降に適用されたことに伴い、当

中間会計期間から同会計基準及び同適

用指針を適用しております。

なお、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

する会計基準等)

　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。

従来の「資本の部」の合計に相当する

金額は3,736,008千円であります。

なお、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。

 （固定資産の減損に係る会計処理）

 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）が平成17年４月

１日以降に適用されたことに伴い、当

事業年度から同会計基準及び同適用指

針を適用しております。

なお、これによる損益に与える影響は

ありません。

 

――――――
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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10月31日）

当中間会計期間末
（平成18年10月31日）

前事業年度末
（平成18年４月30日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

75,380千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

84,138千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

94,792千円

※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。

※２．消費税等の取扱い

同左

※２．　　　　──────

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年５月１日
至　平成17年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

前事業年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

※１．営業外収益の主なもの ※１．営業外収益の主なもの ※１．営業外収益の主なもの

受取利息 913千円

  

受取利息 884千円

受取手数料 319千円

受取利息 1,573千円

受取手数料 372千円

※２．営業外費用の主なもの ※２．営業外費用の主なもの ※２．営業外費用の主なもの

新株発行費償却 8,968千円

公開関連費用 　2,152千円

株式交付費 122千円

商品処分損 6,984千円

公開関連費用 2,152千円

新株発行費償却 13,377千円

※３．特別利益の主なもの ※３．特別利益の主なもの ※３．　　　　──────

貸倒引当金戻入 3,808千円 貸倒引当金戻入 3,188千円   

※４．特別損失の主なもの ※４．特別損失の主なもの ※４．特別損失の主なもの

固定資産除却損 1,340千円 固定資産除却損 957千円

本社移転費用 37,043千円

固定資産除売却損 6,034千円

投資有価証券評価損 3,286千円

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 11,335千円

無形固定資産 26,880千円

有形固定資産 23,251千円

無形固定資産 38,187千円

有形固定資産 30,912千円

無形固定資産 69,465千円

（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年５月１日
至　平成17年10月31日）

※１．現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係

（平成17年10月31日現在）

現金及び預金勘定 2,149,711千円

現金及び現金同等物 2,149,711千円
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①　リース取引

前中間会計期間
（自　平成17年５月１日
至　平成17年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

前事業年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

　内容の重要性が乏しく、リース契約１件当た

りの金額が少額なリース取引のため、中間財

務諸表等規則第５条の３の規定により記載を

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

 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

 

取得価額

相当額

(千円)

減価償却

累計額

(千円)

中間期末

残高相当額

(千円)

有形

固定資産
4,222 469 3,753

 (注)取得価額相当額は、未経過リース料中間期

末残高が有形固定資産の中間期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込み法に

より算定しております。

 ２．未経過リース料中間期末残高相当額　　　

　　　

１年内 1,407千円 

１年超 2,346千円 

 合計 3,753千円 

 (注)未経過リース料中間期末残高相当額は、未

経過リース料中間期末残高が有形固定資産

の中間期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しております。

 ３．支払リース料及び減価償却費相当額

　　 支払リース料　　　　　　　 469千円

　　 減価償却費相当額　　　　　 469千円

 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。

 (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

ん。

　内容の重要性が乏しく、リース契約１件当た

りの金額が少額なリース取引のため、財務諸

表等規則第８条の６第６項の規定により記載

を省略しております。
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②　有価証券

 　　　 当中間会計期間及び前事業年度については中間連結財務諸表及び連結財務諸表を作成しているため「有価証券」

(子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは除く)の注記については中間連結財務諸表及び連結財務諸表に

おける注記事項として記載しています。

 

前中間会計期間末（平成17年10月31日）

時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 14,507

当中間会計期間末（平成18年10月31日）

　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。

前事業年度末（平成18年４月30日）

　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。

③　デリバティブ取引

  　　　当中間会計期間及び前事業年度については中間連結財務諸表を作成しているため「デリバティブ取引」の注記に

ついては中間連結財務諸表における注記事項として記載しています。

 

前中間会計期間（自　平成17年５月１日　至　平成17年10月31日）

　当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

④　持分法損益等

 　　　　当中間会計期間及び前事業年度については中間連結財務諸表を作成しているため記載しておりません。

 

前中間会計期間（自　平成17年５月１日　至　平成17年10月31日）

　当社には関連会社がないため、該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成17年５月１日
至　平成17年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

前事業年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

１株当たり純資産額 264,031.71円

１株当たり中間純利益 18,085.98円

潜在株式調整後１株当た

り中間純利益

14,769.79円

１株当たり純資産額 59,297.01円

１株当たり中間純利益 6,101.52円

潜在株式調整後１株当た

り中間純利益

5,669.41円

１株当たり純資産額 55,258.14円

１株当たり当期純利益 7,279.28円

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益

6,220.75円

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益の算定にあたり、当社株式が

上場した平成17年５月27日以前に消滅

した新株予約権については、相当する

期中平均株価が把握できないため、普

通株式増加数に含めておりません。

　当社は平成17年12月20日付で普通株

式１株につき５株の割合で株式分割を

行っております。当該株式分割が前期

首に行われたと仮定した場合の前中間

会計期間における１株当たり情報は以

下のとおりであります。

 前中間会計期間

１株当たり

純資産額
　52,806.34円

１株当たり

中間純利益
　 3,617.20円

潜在株式調整後

１株当たり中間

純利益

　 2,953.96円

 なお、潜在株式調

整後１株当たり中

間純利益の算定に

あたり、当社株式

が上場した平成17

年５月27日以前に

消滅した新株予約

権については、相

当する期中平均株

価が把握出来ない

ため、普通株式増

加数に含めており

ません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益の算定にあたり、当社株式が

上場した平成17年５月27日以前に消滅

した新株予約権については、相当する

期中平均株価が把握できないため、普

通株式増加数に含めておりません。
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　（注）１株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後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５月１日
至　平成17年10月31日)

当中間会計期間
(自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日)

前事業年度
(自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日)

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） 198,077 383,462 433,858

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 13,000

  （うち利益処分による役員賞与金) － － (13,000)

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
198,077 383,462 420,858

期中平均株式数（株） 10,952 62,847 57,816

    

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）純利益調整額 － － －

 普通株式増加数（株） 2,459 4,790 9,838

 （うち新株予約権（株）） (2,459) (4,790) (9,838)

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

――――――

 

 

 

 

 

 

――――――

 

 

 

 

 

 

    ――――――

 

 

 

 

 

 

 

－ 43 －



（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成17年５月１日
至　平成17年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

前事業年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

１．株式取得による子会社化

当社は平成17年11月１日開催の取締役

会において、株式会社ジープラスの株

式を取得し子会社とすることを決議し、

同社株式660株(発行済株式の66％)を株

式会社グリーンサポートより譲受いた

しました。

(1)目的

子会社化する事により、同社の持つ携

帯販売事業及び健康食品事業を当社の

ビジネスモデルに組み込んでいくこと

で、ユーザーの拡大と高付加価値商材

の獲得によるＥＣビジネスの強化を目

的としております。

(2)取得の日付

　 　平成17年11月１日

(3)譲受価額

　　 289,080千円

(4)会社概要

　 ①会社名

　　　 株式会社ジープラス

　 ②主要な事業内容

　　　 情報通信機器販売業

　　　 健康食品販売業

　 ③設立時期

　　　 平成17年10月31日

　　　（株式会社グリーンサポート

　　　　より新設分割により設立）

　 ④資本金

　　　 10,000千円

　 ⑤従業員数

　　　 ５人

 

 

２．新株予約権の行使

平成17年12月19日付で新株予約権の行

使により、株式数等が次のとおり増加

いたしました。

　　株式数        　1,400株

　　資本金　　　150,393千円

　　資本準備金　150,393千円 

これにより平成17年12月19日現在の発

行済株式の総数は、12,556株、資本金

は1,366,843千円、資本準備金は、

1,292,218千円となっております。

平成18年９月27日開催の当社取締役会

の決議に基づき、次のように株式分割

による新株式を発行しております。

 １．平成18年11月１日をもって普通株

式１株につき２株に分割しており

ます。

(１)分割により増加する株式数

　　普通株式　　　　　63,005株

(２)分割方法

 　　平成18年10月31日最終の株主名簿

及び実質株主名簿に記載された株

主の所有株式数を、１株につき２

株の割合を持って分割しておりま

す。

 ２．配当起算日

　　 平成18年４月30日

　　 当該株式分割が前期首に行われた

と仮定した場合の前中間会計期間

及び前事業年度における１株当た

り情報並びに当期首に行われたと

仮定した場合の当中間会計期間に

おける１株当たり情報は、それぞ

れ以下のとおりとなります。

前中間

会計期間

当中間

会計期間
前事業年度

 １株当たり

 純資産額

26,403.17円

 １株当たり

 純資産額

29,648.51円

 １株当たり

 純資産額

27,629.07円

 １株当たり

 中間純利益

 金額

 1,808.58円

 １株当たり

 中間純利益

 金額

 3,050.74円

 １株当たり

 純利益金額

 

 3,639.61円

 潜在株式調

 整後１株当

 たり中間純

 利益金額

 1,476.92円

 潜在株式調

 整後１株当

 たり中間純

 利益金額

 2,834.67円

 潜在株式調

 整後１株当

 たり純利益

 金額

 3,110.33円

 ――――――
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前中間会計期間
（自　平成17年５月１日
至　平成17年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

前事業年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

３．株式分割

平成17年９月20日開催の取締役会

の決議により商法第218条第２項の

規定に基づき、次のとおり株式を

分割いたしました。

 (1) 分割方法

平成17年10月31日現在最終の株主

名簿及び実質株主名簿に記載また

は記録された株主の所有株式数を、

１株につき５株の割合をもって分

割する。

 (2) 分割により増加した株式の種類及

び数

 　　普通株式44,624株

 (3) 株式分割の日

平成17年12月20日

 (4) 株式の配当起算日

 　　平成17年11月１日

前期首に当該株式分割が行われた

と仮定した場合における（１株当

たり情報）の各数値はそれぞれ以

下のとおりであります。

前中間

　会計期間

（自　平成16年

5月1日　

　至　平成16年

10月31日）

当中間

  会計期間

（自　平成17年

5月1日  

　至　平成17年

10月31日）

前事業年度

 

（自　平成16年

5月1日  

　至　平成17年

4月30日）

１株当たり純

資産額

27,737.11円 

１株当たり純

資産額

52,806.34円 

１株当たり純

資産額

30,179.89円 

１株当たり中

間純利益

 3,599.93円

１株当たり中

間純利益

 3,617.20円

１株当たり当

期純利益

 6,005.62円

なお、潜在株

式調整後１株

当たり中間純

利益について

は、ストック

オプション制

度導入に伴う

新株予約権残

高があります

が、当社株式

は非上場であ

るため期中平

均株価が把握

できませんの

で記載してお

りません。 

潜在株式調整

後１株当たり

中間純利益

2,953.96円

なお、潜在株

式調整後１株

当たり中間純

利益の算定に

あたり、当社

株式が上場し

た平成17年５

月27日以前に

消滅した新株

予約権につい

ては、相当す

る期中平均株

価が把握でき

ないため、普

通株式増加数

に含めており

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、ストック

オプション制

度導入に伴う

新株予約権残

高があります

が、当社株式

は非上場であ

るため期中平

均株価が把握

できませんの

で記載してお

りません。

―――――― ―――――― 
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