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2007 年３月期  個別中間財務諸表の概要     2006 年 12 月 22 日 

上 場 会 社 名         株式会社 ＷＤＩ                      上場取引所       JQ 
コ ー ド 番 号           ３０６８                                  本社所在都道府県 東京都 
（ＵＲＬ  http://www.wdi.co.jp ）  
代  表  者 役職名 代表取締役社長兼 C.O.O. 
        氏名    清水 謙 
問合せ先責任者 役職名 取締役管理本部本部長 
        氏名  佐々木 智晴          ＴＥＬ (03)3404－3704 
決算取締役会開催日 2006 年 12 月 21 日               
単元株制度採用の有無            有(１単元 100 株)   
１． 2006 年９月中間期の業績 (2006 年４月１日～2006 年９月 30 日) 

(1) 経営成績                                           （注）百万円未満は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    ％

2006 年９月中間期 

2005 年９月中間期 

6,784   (－)

                 －     

(－) 

45   (－)

－   (－)

81   (－)

－   (－)

2006 年３月期 13,678   (－) 322   (－) 453   (－)
 
 

中間(当期)純利益 
１株当たり中間 

(当期)純利益 

 

 

 百万円    ％ 円   銭

2006 年９月中間期 

2005 年９月中間期 

36   (－) 

－   (－) 

65    74 

     －    － 

2006 年３月期 202   (－)                  313    56 

 (注)①期中平均株式数 2006 年９月中間期 553,192 株 2005 年９月中間期 553,192 株 2006 年３月期 553,192 株 

     ②会計処理の方法の変更   無 

      ③中間財務諸表は、当中間期より作成しておりますので、2005 年９月中間期及び対前年中間期増減率は表示 

しておりません。 

(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

2006 年９月中間期 

2005 年９月中間期 

8,451 

－ 

1,219

－

14.4 

－ 

2,204   33

－    －

2006 年３月期 7,958 1,344 16.9 2,376   66

 (注)①期末発行済株式数 2006 年９月中間期 553,192 株 2005 年９月中間期 553,192 株 2006 年３月期 553,192 株 

   ②期末自己株式数 2006 年９月中間期   － 株 2005 年９月中間期    － 株 2006 年３月期    －  株 

 

２．2007 年３月期の業績予想(2006 年４月１日～2007 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 14,293 318 148

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)  23 円 50 銭 

（注）①2007 年３月期は公募株式数（800,000 株）を含めた予定期末発行済株式数により算出しております。 

   ②2006 年 11 月８日付で、株式１株につき 10 株の株式分割を行っており、１株当たり予想当期純利益（通期）は、期首に株式分

割が行われたものとして計算しております。 

 
３．配当状況 

・現金配当           １株当たり配当金 （円） 

 第 1四半

期末 
中間期末 第 3四半期末 期末 年間 

2006 年３月期 ― ― ― 120.00 120.00 

2007 年３月期（実績） ― ― ― ―  

2007 年３月期（予想） ― ― ―   12.00    12.00 
（注）①2007 年３月期は公募株式数（800,000 株）を含めた予定期末発行済株式数により算出しております。 

   ②2006 年 11 月８日付で、株式１株につき 10 株の株式分割を行っており、１株当たり配当金（予想）は、期首に株式分割が行わ

れたものとして計算しております。 

 
 
 
 

ご注意：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予想であり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の

業績等は、業績等の変化により、上記予想数値と異なる場合があります。
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７．【中間財務諸表等】 

①【中間貸借対照表】                                          

  
当中間会計期間末 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

  （2006年９月30日） （2006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

（％）

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

 １．現金及び預金 ※2 979,462 1,011,282 

 ２．売掛金  162,089 193,625 

 ３．たな卸資産  269,735 183,632 

 ４．１年以内回収予定 

    関係会社長期貸付金 

 
259,222 201,513 

 ５．預け金  490,312 416,589 

 ６．繰延税金資産  135,189 158,740 

 ７．その他  189,823 139,419 

  流動資産合計  2,485,834 29.4  2,304,803 29.0

Ⅱ 固定資産   

 １.有形固定資産   

 （１）建物 ※2 1,930,096 1,953,949 

 （２）土地 ※2 259,421 259,421 

 （３）建設仮勘定  121,114 2,149 

 （４）その他  250,503 165,161 

  有形固定資産合計 ※1 2,561,135 2,380,681 

 ２.無形固定資産  152,336 138,854 

 ３.投資その他の資産   

（１）関係会社株式  509,453 509,453 

 （２）出資金  343,146 332,799 

（３）関係会社長期貸付金  564,761 416,624 

（４）敷金保証金 ※2 1,527,111 1,448,838 

 （５）その他 ※3 307,604 426,669 

 投資その他の資産合計  3,252,076 3,134,384 

 固定資産合計  5,965,547 70.6  5,653,921 71.0

   資産合計  8,451,382 100.0  7,958,724 100.0
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当中間会計期間末 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

  （2006年９月30日） （2006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

（％）

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

 １．買掛金  335,342 307,475 

 ２．短期借入金 ※2 100,000 － 

 ３．１年以内償還予定社債 ※2 － 37,500 

４．１年以内返済予定長期借入金 ※2 1,913,400 1,945,400 

 ５．未払金  751,593 438,758 

 ６．未払法人税等  20,210 168,430 

 ７．賞与引当金  199,000 197,000 

 ８．販売促進引当金  16,000 17,000 

 ９．その他 ※4 494,366 374,174 

  流動負債合計  3,829,913 45.3  3,485,738 43.8

Ⅱ 固定負債   

 １．長期借入金 ※2 3,073,000 2,745,450 

 ２．繰延税金負債  45,589 81,143 

 ３．その他  283,461 302,325 

  固定負債合計  3,402,050 40.3  3,128,919 39.3

  負債合計  7,231,963 85.6  6,614,657 83.1

   

（資本の部）   

Ⅰ 資本金  －    －  195,158 2.4

Ⅱ 資本剰余金   

   資本準備金  － 198,255 

  資本剰余金合計  －    －  198,255 2.5

Ⅲ 利益剰余金   

 １．利益準備金  － 12,418 

 ２．任意積立金   

  (1)特別償却準備金  － 8,277 

  (2)別途積立金  － 590,000 

 ３．当期未処分利益  － 216,113 

 利益剰余金合計  － －  826,809 10.4

Ⅳ その他有価証券評価差額金  － －  123,844 1.6

  資本合計  － －  1,344,066 16.9

  負債及び資本合計  － －  7,958,724 100.0
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当中間会計期間末 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

  （2006年９月30日） （2006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

（％）

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

 １．資本金  195,158 2.3  － －

 ２．資本剰余金   

 資本準備金  198,255 － 

   資本剰余金合計  198,255 2.3  － －

 ３．利益剰余金        

  (1)利益準備金  12,418 － 

   (2)その他利益剰余金   

    特別償却準備金  5,518 － 

    別途積立金  690,000 － 

    繰越利益剰余金  59,540 －            

   利益剰余金合計  767,477 9.1  － －

  株主資本合計  1,160,891 13.7  － －

Ⅱ 評価・換算差額等        

その他有価証券評価差額金  58,527  －

 評価・換算差額等合計  58,527 0.7           － －

  純資産合計  1,219,418 14.4  － －

  負債純資産合計  8,451,382 100.0  － －
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②【中間損益計算書】                                          

  
当中間会計期間 

（自 2006年４月１日 

  至 2006年９月30日） 

前事業年度の 

要約損益計算書 

（自 2005年４月１日 

  至 2006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

（％）

   

Ⅰ 売上高  6,784,721 100.0  13,678,163 100.0

Ⅱ 売上原価  1,665,157 24.5  3,401,555 24.9

   売上総利益  5,119,563 75.5  10,276,607 75.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費  5,074,473 74.8  9,954,069 72.7

   営業利益  45,090 0.7  322,538 2.4

Ⅳ 営業外収益 ※1 97,892 1.4  222,716 1.6

Ⅴ 営業外費用 ※2 61,947 0.9  92,158 0.7

   経常利益  81,035 1.2  453,096 3.3

Ⅵ 特別利益 ※3 - -  285,701 2.1

Ⅶ 特別損失 ※4 1,405 0.0  356,520 2.6

 税引前中間（当期）純利益  79,629 1.2  382,277 2.8

 法人税、住民税及び事業税  6,421 190,248 

   法人税等調整額  36,839 43,260 0.6 △10,749 179,499 1.3

   中間（当期）純利益  36,369 0.6
 

202,778 1.5

   前期繰越利益  - 13,334

当期未処分利益  -  216,113
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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 2006年4月1日 至 2006年9月30日） 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本合計
資本準備
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 特別償却

準備金 
別途積立
金 

繰越利益剰
余金 

2006年3月31日残高（千円） 195,158 198,255 198,255 12,418 8,277 590,000 216,113 826,809 1,220,222

中間会計期間中の変動額   

剰余金の配当  △66,383 △66,383 △66,383

役員賞与  △29,318 △29,318 △29,318

別途積立金の積立て  100,000 △100,000 ― ―

特別償却準備金取崩  △2,759 2,759 － ―

中間純利益  36,369 36,369 36,369

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 
（千円） 

－ － － － △2,759 100,000 △156,572 △59,331 △59,331

2006年9月30日残高（千円） 195,158 198,255 198,255 12,418 5,518 690,000 59,540 767,477 1,160,891

 

 

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 

2006年3月31日残高（千円） 123,844 123,844 1,344,066

中間会計期間中の変動額 

剰余金の配当 △66,383

役員賞与 △29,318

別途積立金の積立て ―

特別償却準備金取崩 ―

中間純利益 36,369

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額） 

△65,316 △65,316 △65,316

中間会計期間中の変動額合計 
（千円） 

△65,316 △65,316 △124,648

2006年9月30日残高（千円） 58,527 58,527 1,219,418
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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 

当中間会計期間 

（自 2006年４月１日 

  至 2006年９月30日） 

前事業年度 

（自 2005年４月１日 

  至 2006年３月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1)有価証券 

①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。 

②その他有価証券 

 時価のあるもの 

  中間決算日の市場価格に基づく時価法

（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）を採用しております。 

 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。 

  なお、投資事業有限責任組合及びこれに

類する組合への出資（証券取引法第２条第

２項により有価証券とみなされるもの）に

ついては、組合契約に規定される決算報告

日に応じて入手可能な 近の決算書を基礎

とし、持分相当額を純額で取り込む方法に

よっております。 

 

(1)有価証券 

①子会社株式及び関連会社株式 

   同左 

 

②その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格に基づく時価法（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）を採用しております。 

時価のないもの 

同左 

 

 

 

 

 

 

 (2)デリバティブ 

  時価法によっております。 

(2)デリバティブ 

   同左 

 (3)たな卸資産 

商品 

  移動平均法による原価法を採用しており

ます。 

 原材料 

  終仕入原価法による原価法を採用して

おります。 

貯蔵品 

  終仕入原価法による原価法を採用して

おります。 

(3)たな卸資産 

 商品  

   同左 

 

 原材料 

   同左 

 

 貯蔵品 

   同左 



 

 －44－

 

項目 

当中間会計期間 

（自 2006年４月１日 

  至 2006年９月30日） 

前事業年度 

（自 2005年４月１日 

  至 2006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1998年4月１日以降 

に取得した建物（建物付属設備を除く）

については定額法）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             10～65年 

工具、器具及び備品       5～8年 

(1)有形固定資産 

   同左 

 (2)無形固定資産 

のれんについては、５年間で均等償却し

ております。 

なお、当中間会計期間より、「営業権」

を「のれん」としております。 

ソフトウェア（自社利用）については、

社内における見込利用可能期間（５年）に

基づく定額法によっております。 

(2)無形固定資産 

営業の譲受により発生した営業権につい

ては、商法施行規則に規程する 長期間

（５年）に基づく定額法を採用しておりま

す。 

ソフトウェア（自社利用）については、

社内における見込利用可能期間（５年）に

基づく定額法によっております。 

３．引当金の計上基準 (1)賞与引当金 

   従業員の賞与の支給に備えるため、賞

与支給見込額のうち当中間会計期間（事

業年度）負担分を計上しております。 

(1)賞与引当金 

   同左 

 (2)販売促進引当金 

   販売促進を目的とするポイントカード

制度に基づき、顧客へ付与したポイント

の利用に備えるため、当中間会計期間

（事業年度）末において将来利用される

と見込まれる額を計上しております。 

(2)販売促進引当金 

   同左 

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 
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項目 

当中間会計期間 

（自 2006年４月１日 

  至 2006年９月30日） 

前事業年度 

（自 2005年４月１日 

  至 2006年３月31日） 

５．ヘッジ会計の方法 (1)ヘッジ会計の方法 

   特例処理の要件を満たしている金利ス

ワップについて、特例処理を採用してお

ります。 

(1)ヘッジ会計の方法 

同左 

 (2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段･･･金利スワップ 

ヘッジ対象･･･借入金利息 

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

   同左 

 (3)ヘッジ方針 

   金利リスクの低減並びに金融収支改善 

のため、対象債務の範囲内でヘッジを行 

っております。 

(3)ヘッジ方針 

   同左 

 (4)ヘッジ有効性評価の方法 

   金利スワップについて、特例処理の要

件を満たしていることから、有効性の評

価を省略しております。 

(4)ヘッジ有効性評価の方法 

   同左 

６．その他中間財務表（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 

 税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

   同左 
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会計処理方法の変更 

当中間会計期間 

（自 2006年４月１日 

  至 2006年９月30日） 

前事業年度 

（自 2005年４月１日 

  至 2006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1,219,418

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。 

 

（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） 

当中間会計期間末 

（2006年９月30日） 

前事業年度 

（2006年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

   2,484,197千円 

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

   2,328,439千円 

 

※２ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供されている資産は次のとおりであります。 

     定期預金    35,223千円 

     建物     212,892千円 

     土地     234,050千円 

     敷金保証金  505,958千円 

       計     988,124千円 

 

※２ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供されている資産は次のとおりであります。 

     定期預金    35,221千円 

     建物     205,729千円 

     土地     234,050千円 

     敷金保証金  408,467千円 

       計     883,468千円 

  

  担保付債務は次のとおりであります。 

 

短期借入金                 100,000千円 

１年以内返済予定長期借入金   1,913,400千円 

長期借入金               3,073,000千円 

 

  担保付債務は次のとおりであります。 

 

１年以内償還予定社債       37,500千円 

１年以内返済予定長期借入金  1,945,400千円 

長期借入金              2,745,450千円 

※３  投資有価証券には、有価証券消費貸借契約に基づく貸

付投資有価証券 94,800千円が含まれております。 

 

※３          

※４ 消費税等の取扱い 

  仮払消費税等およ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。 

※４ 

                

 

５ 

             

５ 配当制限 

 商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価を付し

たことにより増加した純資産額は123,844千円であります。 

 

６ 偶発債務 

   債務保証 

  次の関係会社について、金融機関からの借入に対し債務

保証を行っております。 

WDI International, Inc.      82,530千円 

６ 偶発債務 

   債務保証 

次の関係会社について、金融機関からの借入に対し債務保

証を行っております。 

WDI International, Inc.             93,984千円 
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当中間会計期間末 

（2006年９月30日） 

前事業年度 

（2006年３月31日） 

７ 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため 

取引銀行６行と貸出コミットメント契約を締結しており 

ます。契約に基づく当中間会計期間末の借入未実行残高 

は次のとおりであります。 

    

貸出コミットメント 

の総額      7,600,000千円 

借入実行残高     5,900,000千円 

    差引額         1,700,000千円 

 

７ 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うた 

め取引銀行６行と貸出コミットメント契約を締結して 

おります。契約に基づく当事業年度末の借入未実行残 

高は次のとおりであります。 

    

貸出コミットメント 

の総額      5,600,000千円 

借入実行残高     4,850,000千円 

      差引額             750,000千円 
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（中間損益計算書関係） 

当中間会計期間 

（自 2006年４月１日 

  至 2006年９月30日） 

前事業年度 

（自 2005年４月１日 

  至 2006年３月31日） 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息              13,580千円 

為替差益        6,676千円 

受取広告協賛金     32,900千円 

出資金評価益     26,383千円 

 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息      23,113千円 

為替差益      44,382千円 

受取広告協賛金   63,999千円 

出資金評価益      61,259千円 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息       38,560千円 

 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息       86,023千円 

 

※３  

                 

※３ 特別利益の主要項目 

投資有価証券売却益  285,701千円 

 

※４  

                 

※４ 特別損失の主要項目 

固定資産除却損    104,869千円 

店舗閉鎖損             36,063千円 

外国法人税等          215,587千円 

 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産      164,353千円 

無形固定資産       15,817千円 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産     318,734千円 

無形固定資産      44,619千円 

６ その他 

当中間会計期間に係る法人税、住民税及び事業税と法人税等

調整額は当事業年度において予定している利益処分による特別

償却準備金の取崩しを前提として、当中間会計期間に係る金額

を計算しております。 

６ 
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（リース取引関係） 

当中間会計期間 

（自 2006年４月１日 

  至 2006年９月30日） 

前事業年度 

（自 2005年４月１日 

  至 2006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） 

中間期末残

高相当額

（千円）

車両運搬具、工具、

器具及び備品 
314,052 255,227 58,825

ｿﾌﾄｳｪｱ 64,919 52,159 12,760

合計 378,971 307,386  71,585
 

 

 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、工具、

器具及び備品 
398,160 305,759 92,400

ｿﾌﾄｳｪｱ 64,919 45,667 19,251

合計 463,079 351,427 111,652
 

(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年内 45,521千円

１年超 29,195千円

合計 74,717千円
 

１年内 67,963千円

１年超 48,160千円

合計 116,124千円
 

(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 

 

支払リース料 71,064千円

減価償却費相当額 65,372千円

支払利息相当額 1,864千円
 

 

支払リース料 142,404千円

減価償却費相当額 130,981千円

支払利息相当額 5,570千円
 

(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。 

(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。  

 

（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。 

 

(5)利息相当額の算定方法 

   同左 

 

 

 

（減損損失について） 

   同左 

 

 

（有価証券関係） 

当中間会計期間（自 2006年４月１日 至 2006年９月30日）及び前事業年度（自 2005年４月１日 

  至 2006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） 

当中間会計期間 

（自 2006年４月１日 

  至 2006年９月30日） 

前事業年度 

（自 2005年４月１日 

  至 2006年３月31日） 

 

１株当たり純資産額 2,204.33円

１株当たり中間純利益金額 65.74円

 

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、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。 

 

１株当たり純資産額 2,376.66円

１株当たり当期純利益金額 313.56円

 

 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、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。 

  

（注） 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。 

 

当中間会計期間 

（自 2006年４月１日 

  至 2006年９月30日）

前事業年度 

（自 2005年４月１日 

  至 2006年３月31日） 

中間（当期）純利益（千円） 36,369 202,778 

普通株主に帰属しない金額（千円） － 29,318 

 （うち利益処分による役員賞与金） （－） （29,318） 

普通株式に係る中間（当期）純利益（千円） 36,369 173,460 

期中平均株式数（株） 553,192 553,192 
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（重要な後発事象） 

当中間会計期間 
（自 2006年４月１日 
至 2006年９月30日） 

前事業年度 
（自 2005年４月１日 
至 2006年３月31日） 

 2006年９月28日開催の当社取締役会決議に基づき、次

のように株式分割による新株式を発行しております。  

 2006年11月８日をもって普通株式１株につき10株に分

割します。 

（１）分割により増加する株式数 

    普通株式  4,978,728株 

  （２）分割方法 

    2006年11月７日 終の株主名簿に記載又は記録

された株主の所有株式数を、１株ににつき10株

の割合をもって分割します。 

 

当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前

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。 

 
 

当中間会計期間 前事業年度 

１株当たり純資産額 

220.43円 

 

１株当たり中間純利

益金額 

6.57円 

 

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、潜在株式が存在

しないため記載して

おりません。 

１株当たり純資産額 

237.66円 

 

１株当たり当期純利

益金額 

31.35円 

 

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、潜在株式が存在

しないため記載して

おりません。 
   

2006年９月28日開催の当社取締役会決議に基づき、次

のように株式分割による新株式を発行しております。 

2006年11月８日付をもって普通株式１株につき10株に

分割します。 

 （１）分割により増加する株式数 

    普通株式  4,978,728株 

 （２）分割方法 

2006年11月７日 終の株主名簿に記載又は記録

された株主の所有株式数を、１株につき10株の

割合をもって分割します。 

 

当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前

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。 

 

前事業年度 当事業年度 

１株当たり純資産額 

193.31円 

 

１株当たり当期純利

益金額 

18.45円 

 

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、潜在株式が存在

しないため記載して

おりません。 

１株当たり純資産額 

237.66円 

 

１株当たり当期純利

益金額 

31.35円 

 

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、潜在株式が存在

しないため記載して

おりません。 
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当中間会計期間 
（自 2006年４月１日 

  至 2006年９月30日） 

前事業年度 
（自 2005年４月１日 

  至 2006年３月31日） 

 当社は、株式会社ジャスダック証券取引所より2006年

11月20日に上場承認を受けております。 

 この上場にあたり、2006年11月20日開催の取締役会に

おいて以下の新株式発行を決議しております。 

（一般募集による新株式発行） 

 (1)発行株式の種類及び数 

   普通株式 800,000株 

 (2)発行スケジュール 

   申込期間 

    2006年12月14日から 

    2006年12月19日まで 

   払込期日 

    2006年12月21日 

 (3)配当起算日 

    2006年10月１日 

 (4)資金使途 

   当社及び当社子会社の新規出店の為の設備投資 

 

         

                          

 

 

８．【役員の異動】 

    役員の異動につきましては、平成18年11月20日に開示済みであります。 

 


