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 平成18年12月20日 

上場会社名     株式会社 ＶＳＮ            上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ 

コード番号     ２１３５ 本社所在都道府県 東京都 

（ＵＲＬ http://www.vsn.co.jp/） 

代  表  者  役職名 代表取締役社長    氏名 鈴木 照通 

問合せ先責任者  役職名 専務取締役      氏名 栗橋 和久     ＴＥＬ（03）5419－8880  

決算取締役会開催日 平成 18 年 11 月 15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100株）  

 

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                   （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 7,388    35.0 988   109.6 978    109.5 

17年９月中間期  5,472    ― 471   ― 466    ― 

18年３月期 11,909     1,622    1,595     
  

 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 568    138.7 2,664 88 

17年９月中間期 238    ― 1,116 55 

18年３月期 862     3,913 20 

(注)  ①期中平均株式数  18年９月中間期 213,305株 17年９月中間期 213,305株 18年３月期 213,305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。なお、17年９月中間期より中間財務諸表を作成しているため、17年９月中間期については、前年同期

との比較は行っておりません。 
 
(2) 財政状態                   （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９月中間期 5,631   2,063   36.6   9,671  71 
17年９月中間期 4,459   1,070   24.0   5,020  17 

18年３月期 4,725   1,695   35.9   7,816  82 

(注) 期末発行済株式数 18年９月中間期 213,305 株  17年９月中間期 213,305 株  18年３月期 213,305 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 15,292   1,799   1,029   

 
 (参考) １株当たり予想当期純利益（通期） 182円36銭 

  (注) 当社は、平成18年９月15日開催の取締役会決議により、平成18年10月11日付で株式１株につき25株の株式

分割を行っております。１株当たり予想当期純利益（通期）は、期末予定発行株式数により算出しており

ます。 
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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 

810.00 810.00 
平成18年３月期 ― 

（32.40）   （32.40） 

平成19年３月期(実績) ― ― 

平成19年３月期(予想) ― 38.00 
38.00 

(注) 当社は、平成18年９月15日開催の取締役会決議により、平成18年10月11日付で株式１株につき25株の株式

分割を行っております。当該株式分割に伴う影響を加味して遡及修正した場合の平成18年３月期における

１株当たり配当金は、（ ）内に記載しております。 

※ 上記予想は本資料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、今後様々

な要因により、予想数値と異なる可能性があります。 
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  中間財務諸表等 

中間財務諸表 

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   1,326,145 1,458,011  1,353,377

２受取手形   ― ―  4,601

３売掛金   1,546,632 2,000,859  1,665,794

４たな卸資産   5,834 1,304  720

５繰延税金資産   267,450 372,883  298,878

６その他   157,321 304,416  257,720

貸倒引当金   △4,270 △1,890  △4,824

流動資産合計   3,299,114 74.0 4,135,584 73.4  3,576,269 75.7

Ⅱ 固定資産    

１有形固定資産 ※１  ― ― 368,191 6.6  369,124 7.8

(1)建物   262,274 ―  ―

(2)その他   89,404 ―  ―

有形固定資産 

合計 
  351,678 7.9 ― ―  ― ―

２無形固定資産   158,857 3.5 259,235 4.6  234,774 5.0

３投資その他の 

資産 
   

(1)関係会社株式   ― 430,000  150,000

(2)保険積立金   309,813 ―  ―

(3)その他   340,466 442,531  395,058

貸倒引当金   ― △4,301  ―

投資その他の 

資産合計 
  650,279 14.6 868,230 15.4  545,058 11.5

固定資産合計   1,160,815 26.0 1,495,656 26.6  1,148,956 24.3

資産合計   4,459,930 100.0 5,631,241 100.0  4,725,225 100.0
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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短期借入金 ※３  664,000 400,000  ―

２一年以内返済予定

の長期借入金 
  57,400 ―  ―

３一年以内償還予定

の社債 
  384,000 150,000  280,000

４未払金 ※４  866,828 1,179,105  1,117,853

５未払費用   566,019 807,223  621,235

６未払法人税等   295,572 524,698  499,340

７役員賞与引当金   ― 16,799  ―

８その他   32,480 41,688  53,661

流動負債合計   2,866,300 64.3 3,119,514 55.4  2,572,091 54.4

Ⅱ 固定負債    

１社債   300,000 150,000  200,000

２退職給付引当金   222,802 298,703  257,867

固定負債合計   522,802 11.7 448,703 8.0  457,867 9.7

負債合計   3,389,102 76.0 3,568,218 63.4  3,029,958 64.1

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   200,000 4.5 ― ―  200,000 4.2

Ⅱ 資本剰余金    

１資本準備金  99,575 ― 99,575 

資本剰余金合計   99,575 2.2 ― ―  99,575 2.1

Ⅲ 利益剰余金    

１中間（当期） 

未処分利益 
 771,252 ― 1,395,692 

利益剰余金合計   771,252 17.3 ― ―  1,395,692 29.6

資本合計   1,070,827 24.0 ― ―  1,695,267 35.9

負債資本合計   4,459,930 100.0 ― ―  4,725,225 100.0
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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   200,000 3.5  

２ 資本剰余金    

(1) 資本準備金  99,575

資本剰余金合計    99,575 1.8  

３ 利益剰余金    

(1) その他利益 
剰余金 

   

繰越利益剰余金   1,763,448

利益剰余金合計     1,763,448 31.3    

株主資本合計     2,063,023 36.6    

純資産合計     2,063,023 36.6    

負債純資産合計     5,631,241 100.0    
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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   5,472,563 100.0 7,388,717 100.0  11,909,850 100.0

Ⅱ 売上原価   3,755,485 68.6 4,949,039 67.0  7,736,894 65.0

売上総利益   1,717,078 31.4 2,439,677 33.0  4,172,955 35.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費   1,245,611 22.8 1,451,601 19.6  2,550,873 21.4

営業利益   471,466 8.6 988,075 13.4  1,622,082 13.6

Ⅳ 営業外収益 ※１  7,417 0.1 3,286 0.0  9,224 0.1

Ⅴ 営業外費用 ※２  12,061 0.2 13,234 0.2  35,524 0.3

経常利益   466,822 8.5 978,128 13.2  1,595,782 13.4

Ⅵ 特別利益   12,810 0.2 ― ―  12,256 0.1

Ⅶ 特別損失   1,526 0.0 3,582 0.0  18,722 0.2

税引前中間(当期) 
純利益 

  478,106 8.7 974,545 13.2  1,589,316 13.3

法人税、住民税 
及び事業税 

 271,303 497,512  801,592 

法人税等調整額  △31,364 239,939 4.3 △91,399 406,113 5.5 △74,882 726,710 6.1

中間(当期)純利益   238,166 4.4 568,432 7.7  862,606 7.2

前期繰越利益   533,086   533,086

中間(当期)未処分 
利益   771,252   1,395,692
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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
合計 

株主資本 
合計 

純資産合計

平成18年３月31日 
残高（千円） 

200,000 99,575 99,575 1,395,692 1,395,692 1,695,267 1,695,267

中間会計期間中の
変動額 

   

剰余金の配当  △172,777 △172,777 △172,777 △172,777

利益処分による 
役員賞与 

 △27,900 △27,900 △27,900 △27,900

中間純利益  568,432 568,432 568,432 568,432

中間会計期間中の
変動額合計  
（千円） 

― ― ― 367,755 367,755 367,755 367,755

平成18年９月30日 
残高（千円） 

200,000 99,575 99,575 1,763,448 1,763,448 2,063,023 2,063,023
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④ 中間キャッシュ・フロー計算書 

 

前事業年度より連結財務諸表を作成しておりますので、当中間会計期間及び前事業年度について

は、「中間キャッシュ・フロー計算書」及び「キャッシュ・フロー計算書」を作成しておりません。 

当中間連結会計期間及び前連結会計年度における「中間連結キャッシュ・フロー計算書」及び

「連結キャッシュ・フロー計算書」は中間連結財務諸表に記載しております。 

 

  
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) 

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   

１ 税引前中間純利益  478,106 

２ 減価償却費  28,220 

３ 貸倒引当金の増減額(減少：△)  △12,810 

４ 退職給付引当金の増減額(減少：△)  58,052 

５ 賞与引当金の増減額(減少：△)  △388,000 

６ 受取利息及び受取配当金  △21 

７ 支払利息  8,678 

８ 固定資産除却損  1,526 

９ 売上債権の増減額（増加：△）  △278,571 

10 たな卸資産の増減額（増加：△）  △5,070 

11 未払消費税等の増減額（減少：△）  △276,040 

12 未払費用の増減額（減少：△）  516,654 

13 役員賞与の支払額  △23,150 

14 その他  △6,285 

小計  101,287 

15 利息及び配当金の受取額  11 

16 利息の支払額  △8,214 

17 法人税等の支払額  △653,700 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △560,615 
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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) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

１ 有形固定資産の取得による支出  △41,811 

２ 無形固定資産の取得による支出  △105,141 

３ 貸付けによる支出  △17,974 

４ 貸付金の回収による収入  6,508 

５ 子会社株式の取得による支出  △50,000 

６ その他  △8,985 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △217,404 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

１ 短期借入金の純増減額（減少：△）  244,000 

２ 長期借入金の返済による支出  △79,800 

３ 社債の償還による支出  △196,000 

４ 配当金の支払額  △140,053 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △171,853 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△）  △949,872 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  2,226,018 

Ⅵ  現金及び現金同等物の中間期末残高 ※１ 1,276,145 
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中間財務諸表作成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 

  子会社株式 

  移動平均法に基づく

原価法によっておりま

す。 

 

(1) 有価証券 

 

同左 

(1) 有価証券 

 

同左 

 (2) たな卸資産 

貯蔵品 

  移動平均法に基づく

原価法によっておりま

す。 

 

(2) たな卸資産 

 

同左 

(2) たな卸資産 

 

同左 

２ 固定資産の減価償

却の方法 

(1) 有形固定資産 

 定率法によっており

ます。 

ただし、建物（建物

附属設備は除く）につ

いては、定額法によっ

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  ３年～38年 

その他 ２年～20年 

 

(2) 無形固定資産 

 定額法によっており

ます。 

なお、ソフトウェア

（自社利用分）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。 

 

(3) 長期前払費用 

 均等償却によってお

ります。 

 

(1) 有形固定資産 

       

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 無形固定資産 

 

同左 

 

  

 

 

 

 

 

(3) 長期前払費用   

同左 

(1) 有形固定資産 

       

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 無形固定資産 

 

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) 

３ 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。 

 

(1) 貸倒引当金 

 

 

同左 

 

(1) 貸倒引当金 

 

 

同左 

 (2)  

 

 

―――― 

(2) 役員賞与引当金 

役員賞与の支出に備

えるため、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。 

 

（会計方針の変更） 

役員賞与は従来、株

主総会の利益処分によ

り利益剰余金の減少と

して会計処理をしてお

りましたが、当中間会

計期間より、「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）に

基づき、発生時に費用

処理することとしてお

ります。この結果、従

来の方法と比較して、

営業利益、経常利益及

び税引前中間純利益は

それぞれ16,799千円減

少しております。 

 

(2) 

 

 

―――― 

 (3) 退職給付引当金 

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

と認められる金額を計

上しております。 

なお、数理計算上の

差異については、その

発生年度に一括して処

理しております。 

 

(3) 退職給付引当金 

 

 

同左 

 

(3) 退職給付引当金 

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

債務の見込額に基づき

計上しております。 

なお、数理計算上の

差異については、その

発生年度に一括して処

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) 

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 

５ 中間キャッシュ・

フロー計算書にお

ける資金の範囲 

手許現金、要求払預金

及び取得日から３ヶ月以

内に満期日又は償還日の

到来する、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

クしか負わない短期的な

投資からなっておりま

す。 

 

 

 

 

―――― 

 

 

 

 

 

 

 

―――― 

 

 

 

 

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 

消費税等の会計処理 

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。 

 

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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会計方針の変更 

 

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」

（企業会計基準委員会 平成15年10

月31日 企業会計基準適用指針第６

号）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。 

 

――――― 

（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

業会計基準委員会 平成15年10月31

日 企業会計基準適用指針第６号）

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2,063,023千円で

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。 

――――― 

 

 － 60 －  



ファイル名:20_1111111111111.doc 更新日時:2006/12/17 19:20 印刷日時:06/12/17 23:13 

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) 

――――― 

（中間貸借対照表関係） 

１ 中間貸借対照表上の中科目である「有形固定資

産」については、従来、資産の総額の５/100を超え

る小科目として「建物」を区分掲記しておりました

が、当中間会計期間末より小科目である「建物」が

資産の総額の５/100以下となったため、小科目上も

「有形固定資産」勘定で一括して表示することとい

たしました。これに伴い「有形固定資産」の「その

他」勘定については「有形固定資産」勘定に振り替

えております。なお、当中間会計期間末の「建物」

の金額は248,770千円であります。 

 

２ 前中間会計期間末において「投資その他の資産」

の「その他」に含めて表示しておりました「関係会

社株式」については、資産の総額の５/100超となっ

たため、当中間会計期間末より区分掲記しておりま

す。なお、前中間会計期間末の「関係会社株式」の

金額は50,000千円であります。 

 

３ 前中間会計期間末において区分掲記しておりまし

た「投資その他の資産」の「保険積立金」は、資産

の総額の５/100以下となったため、当中間会計期間

末より「投資その他の資産」の「その他」に含めて

表示することにいたしました。なお、当中間会計期

間末の「保険積立金」の金額は92,397千円でありま

す。 
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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) 

（賞与引当金） 

従業員賞与の未払計上額について

は、従来、「賞与引当金」として計

上しておりましたが、中間財務諸表

の作成時において従業員に対する賞

与支給総額が確定することとなった

ため、リサーチ・センター審理情報

NO.15「未払従業員賞与の財務諸表

における表示科目について」（平成

13年２月14日 日本公認会計士協

会）に基づき、当中間会計期間から

「未払費用」に含めて表示しており

ます。 

なお、当中間会計期間末における

「未払費用」に含まれる未払従業員

賞与の金額は501,000千円でありま

す。 

 

――――― 

（賞与引当金） 

従業員賞与の未払計上額について

は、従来、「賞与引当金」として計

上しておりましたが、財務諸表の作

成時において従業員に対する賞与支

給総額が確定することとなったた

め、リサーチ・センター審理情報

NO.15「未払従業員賞与の財務諸表

における表示科目について」（平成

13年２月14日 日本公認会計士協

会）に基づき、当事業年度から「未

払費用」に含めて表示しておりま

す。 

なお、当事業年度末における「未

払費用」に含まれる未払従業員賞与

の金額は550,000千円であります。 
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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 有形固定資産の減価償却累計

額 

633,614千円 

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

594,599千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

605,771千円

 

２ 

 

 

―――― 

 

 

 

 

２ 偶発債務 

保証債務 

下記子会社の未払金に対し

債務保証を行っております。

 

株式会社ＶＳＮマイスト 

1,272千円

２ 偶発債務 

保証債務 

下記子会社の未払金に対し

債務保証を行っております。

 

株式会社ＶＳＮマイスト 

1,219千円

３ 

 

 

―――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※３ 当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行５行と

コミットメントライン契約を締

結しております。 

当中間会計期間末におけるコ

ミットメントライン契約に係る

借入金未実行残高等は以下のと

おりであります。 

コミットメント

ラインの総額 
2,000,000千円

借入実行残高 400,000千円

差引額 1,600,000千円
 

３ 当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行５行と

コミットメントライン契約を締

結しております。 

当事業年度末におけるコミ

ットメントライン契約に係る借

入金未実行残高等は以下のとお

りであります。 

コミットメント

ラインの総額 
2,000,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 2,000,000千円
 

※４ 消費税等の会計処理 

仮受消費税等は仮払消費税

等と相殺し、流動負債の「未

払金」に含めて表示しており

ます。 

 

※４ 消費税等の会計処理 

 

同左 

４ 

 

――――― 
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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 営業外収益の主要項目 

受取利息       21千円 

解約手数料    6,000千円 

 

 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息      528千円

雇用助成金収入 1,061千円

受取手数料       574千円

 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息       230千円

解約手数料     6,000千円

  受取手数料     1,068千円

 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息       6,713千円 

社債利息       1,964千円 

支払保証料      3,383千円 

 

 

 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息      2,882千円

社債利息     1,195千円

株式公開費用   5,145千円

支払保証料    2,349千円

コミットメントライン 

手数料        1,582千円

 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息      10,925千円

社債利息      3,552千円

支払保証料     5,351千円

コミットメントライン 

手数料      15,005千円

 

３ 減価償却実施額 

有形固定資産    25,187千円 

無形固定資産     3,032千円 

 

３ 減価償却実施額 

有形固定資産  29,645千円

無形固定資産  13,394千円

 

 ３ 減価償却実施額 

有形固定資産  58,064千円

無形固定資産  7,097千円

 

４  当社の売上高及び利益は、

上半期実績を下半期実績が上

回る傾向となっております。

これは４月に新卒を採用し、

派遣を開始するまでの研修期

間においては、労務費のみが

発生することによるもので

す。 

 ４   

 

――――― 

 

 

 ４   

 

――――― 
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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） 

自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 
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(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 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 

 

現金及び預金     1,326,145千円

預入期間３か月超の定期預金     

           △50,000千円

現金及び現金同等物 1,276,145千円

当中間会計期間より中間連結財務

諸表を作成しているため、当中間連

結会計期間については、中間連結財

務諸表の注記として記載しておりま

す。 

当事業年度より連結財務諸表を作

成しているため、当連結会計年度に

ついては、連結財務諸表の注記とし

て記載しております。 
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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) 

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 

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 

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

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 

7,556 2,392 5,163 

工具・ 
器具 

及び備品 
11,194 8,011 3,182 

無形 
固定資産 

55,883 15,514 40,369 

合計 74,634 25,918 48,715 

 

 
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

7,556 3,904 3,652 

工具・
器具 

及び備品
14,089 3,463 10,625

無形 
固定資産

52,584 22,731 29,852

合計 74,230 30,099 44,130

 

 
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

7,556 3,148 4,407 

工具・
器具 

及び備品
9,264 1,869 7,394 

無形 
固定資産

52,584 17,473 35,111 

合計 69,405 22,491 46,913 

  

２ 未経過リース料中間期末残高

相当額 

１年以内 12,882千円

１年超 36,765千円 

合計 49,647千円
 

２ 未経過リース料中間期末残高

相当額 

１年以内 15,229千円

１年超 30,133千円

合計 45,362千円
 

２ 未経過リース料期末残高相当

額 

１年以内 14,086千円

１年超 33,902千円

合計 47,988千円
 

３ 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

支払リース料 8,269千円

減価償却費相当額 7,669千円

支払利息相当額 809千円 
 

３ 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

支払リース料 8,187千円

減価償却費相当額 7,607千円

支払利息相当額 736千円
 

３ 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

支払リース料 16,972千円

減価償却費相当額 15,770千円

支払利息相当額 1,657千円
 

 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、残存価額を零とする定額

法によっております。 

 

 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。 

 

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 

 

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 

 

同左 
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有価証券関係 

 

   前中間会計期間末(平成17年９月30日) 

     時価評価されていない有価証券 

 

内容 
中間貸借対照表計上額 

(千円) 

① 子会社株式 50,000 

合計 50,000 

 

当中間会計期間末（平成18年９月30日） 

当中間会計期間より、中間連結財務諸表を作成しているため、当中間連結会計期間については、

中間連結財務諸表の注記として記載しております。なお、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３月31日） 

当事業年度により、連結財務諸表を作成しているため、当連結年度の有価証券の注記について

は、連結財務諸表の注記として記載しております。なお、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。 

 

 

デリバティブ取引関係 

 

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) 

     当社は、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

 

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） 

当中間会計期間より、中間連結財務諸表を作成しているため、当中間連結会計期間については、

中間連結財務諸表の注記として記載しております。 

 

前事業年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

当事業年度より、連結財務諸表を作成しているため、当連結会計年度については、連結財務諸

表の注記として記載しております。 
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持分法損益等 

 

   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) 

   関連会社がないため、該当事項はありません。 

 

 

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） 

当中間会計期間より、中間連結財務諸表を作成しているため、当中間会計期間に係る注記事項

は記載しておりません。 

 

前事業年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

当事業年度より、連結財務諸表を作成しているため、当事業年度に係る注記事項は記載してお

りません。 
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(１株当たり情報) 

 

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株当たり純資産額 5,020.17円 ― 7,816.82円

１株当たり中間（当期）

純利益 
1,116.55円 ― 3,913.20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、新株予約権の

残高はありますが、当社

株式は非上場のため記載

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、新株予約権の

残高はありますが、当社

株式は非上場のため記載

しておりません。 

 

（注）１ 当中間会計期間につきましては、中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。 

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。 

 

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) 

中間損益計算書上の中間

(当期)純利益(千円) 
238,166 ― 862,606 

普通株主に帰属しない金額

(千円) 
― ― 27,900 

（うち利益処分による役員

賞与金） 
(―) (―) (27,900)

普通株式に係る中間(当期)

純利益(千円) 
238,166 ― 834,706 

普通株式の期中平均株式数

(株) 
213,305 ― 213,305 

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

定に含まれなかった潜在株

式の概要 

平成17年３月15日臨時

株主総会の特別決議に基

づく新株予約権 7,397

株。 

 
――――― 

平成17年３月15日臨時

株主総会の特別決議に基

づく新株予約権 7,170

株、平成18年３月15日臨

時株主総会の特別決議に

基づく新株予約権12,847

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) 

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 子会社の株主割当増資の引受 

子会社である株式会社ＶＳＮ

マイストの株主割当による新株

発行に関して、平成18年５月15

日開催の取締役会において、増

資引受を行うことを決議し、平

成18年６月12日付けで払込を実

施いたしました。 

( 1 ) 相手会社の名称 

   株式会社ＶＳＮマイスト 

(２) 発行新株式数 

普通株式5,600株 

(３) 発行価額 

１株につき50,000円 

(４) 割当方法 
平成18年６月10日 終の株

主名簿に記載された株主に対
し、その所有株式１株につき
２株の割合で新株式を割り当
てる。 

(５) 払込期日 

 平成18年６月12日 

(６) 増資の目的 

株式会社ＶＳＮマイスト

は、当社100％出資により平成

17年10月５日に設立した会社

でありますが、急成長による

売上拡大のなか、開業初年度

の創業赤字による債務超過を

解消するとともに、増加運転

資金を確保する必要から増資

を行うものであります。 
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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) 

――――― 

２ 当社は、平成18年９月15日開催

の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を発行

しております。 

( 1 ) 平成18年10月11日をもって普

通株式１株につき25株に分割し

ました。 

① 分割により増加する株式数 

普通株式  5,119,320株

② 分割方法 

平成18年10月10日 終の

株主名簿に記載された株主

の所有株式数を、１株につ

き25株の割合をもって分割

しました。 

２ 当社は、平成18年９月15日開催

の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を発行

しております。 

( 1 ) 平成18年10月11日をもって普

通株式１株につき25株に分割し

ました。 

① 分割により増加する株式数 

普通株式  5,119,320株

② 分割方法 

平成18年10月10日 終の

株主名簿に記載された株主

の所有株式数を、１株につ

き25株の割合をもって分割

しました。 

 

( 2 ) 配当起算日 

    平成18年４月１日 

( 3 ) 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株当たり情報は、それぞれ以

下のとおりとなります。 

 

 

( 2 ) 配当起算日 

    平成18年４月１日 

( 3 ) 当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の前事業年

度における１株当たり情報及び

当期首に行われたと仮定した場

合の当事業年度における１株当

たり情報は、それぞれ以下のと

おりとなります。 
 

 

（注）当中間会計期間につきまして
は、中間連結財務諸表を作成
しているため記載を省略して
おります。 

 

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 

200.81円

１株当たり

中間純利益

 44.66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、新株予

約権の残高

があります

が、当社株

式は非上場

のため記載

しておりま

せん。

 

 

 

――― 

 

 

――― 

 

 

 

 

 

 

――― 

 

１株当たり

純資産額 

312.67円

１株当たり

当期純利益

156.53円

なお、潜

在株式調整

後１株当た

り当期純利

益について

は、新株予

約権の残高

があります

が、当社株

式は非上場

のため記載

しておりま

せん。 

 

前事業年度 当事業年度 

１株当たり 

純資産額 

182.41円 

１株当たり 

当期純利益 

133.23円 

なお、潜在

株式調整後１

株当たり当期

純利益につい

ては、新株予

約権の残高が

ありますが、

当社株式は非

上場のため記

載しておりま

せん。

 

１株当たり 

純資産額 

312.67円

１株当たり 

当期純利益 

156.53円

同左 
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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) 

――――― 

 

３ 当社は、平成18年12月20日にジャ

スダック証券取引所に上場いたしま

した。上場に際して、平成18年11月

16日及び平成18年11月30日開催の取

締役会において、以下のとおり公募

による新株式の発行を決議し、平成

18年12月19日に払込が完了いたしま

した。この結果、平成18年12月19日

付で資本金は682,902千円、発行済株

式総数は5,642,625株となっておりま

す。 
( 1 ) 募集方法 

一般募集（ブックビルディン
グ方式による募集） 

( 2 ) 発行する株式の種類及び数 
     普通株式     310,000株
( 3 ) 発行価格 
     １株につき    3,350.00円
( 4 ) 引受価額 
     １株につき    3,115.50円
( 5 ) 発行価額 
     １株につき     2,507.50円
( 6 ) 発行価額の総額  777,325千円

( 7 ) 払込金額の総額  965,805千円

( 8 ) 資本組入額 

    １株につき    1,557.75円

( 9 ) 資本組入額の総額 482,902千円

(10) 払込期日   平成18年12月19日

(11) 配当起算日  平成18年10月１日

(12) 資金の使途  設備投資資金、 

社債償還資金、 

運転資金 

 

――――― 
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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 当社は、平成18年11月16日及び平

成18年11月30日開催の取締役会にお

いて、オーバーアロットメントによ

る当社株式の売出し（大和証券エス

エムビーシー株式会社が当社の株主

から借入れる当社の普通株式244,500

株の売出し）に関連する第三者割当

増資（以下「本件第三者割当増資」

という。）を行うことを決議いたし

ました。ただし、シンジケートカバ

ー取引が行われる場合で買付けた株

式の全部又は一部を借入れ株式の返

却に充当する場合があります。その

ため、本件第三者割当増資における

発行数の全部又は一部につき申込が

行われず、その結果、失権により本

件第三者割当増資における 終的な

発行数が減少する、または発行その

ものが全く行われない場合がありま

す。 
( 1 ) 割当先 

大和証券エスエムビーシー株
式会社 

( 2 ) 発行する株式の種類及び数 

（上限） 
     普通株式     244,500株
( 3 ) 発行価額 
     １株につき    2,507.50円
( 4 ) 発行価額の総額（上限） 

613,083千円

( 5 ) 資本組入額 
     １株につき     1,557.75円
( 6 ) 資本組入額の総額（上限） 

380,869千円
( 7 ) 払込期日   平成19年１月19日

( 8 ) 配当起算日  平成18年10月１日

( 9 ) 資金の使途  運転資金 

 

――――― 
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