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１．18年11月中間期の業績（平成18年６月１日～平成18年11月30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11月中間期 1,768 13.6 △24 － △15 －

17年11月中間期 1,556 21.4 13 △81.4 11 △84.4

18年５月期 3,323 23.4 33 △59.6 29 △62.6
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 

(当期)純利益 

潜在株式調整後１株当 

たり中間(当期)純利益 

 百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年11月中間期 △18 － △1,985 70 － －

17年11月中間期 10 △71.4 2,311 62 2,214 38

18年５月期 46 68.1 9,941 85 9,594 27

（注）①期中平均株式数  18年11月中間期 9,528株  17年11月中間期 4,623株  18年５月期 4,665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、対前年中間増減率 

 

(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11月中間期 991 389 39.3 40,775 13 

17年11月中間期 1,029 372 36.2 79,494 61 

18年５月期 895 413 46.1 87,085 39 

（注）①期末発行済株式数 18年11月中間期 9,556株 17年11月中間期 4,690株 18年５月期  4,743株 

   ②期末自己株式数 18年11月中間期   －株 17年11月中間期   －株 18年５月期    －株 

 

２．19年５月期の業績予想（平成18年６月１日～平成19年５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 3,724 40 22 

（参考）１株当たり予想当期純利益(通期) 2,302円22銭 

 

３．配当状況 

 ・現金配当 １株当たり年間配当金（円） 

 中間期末 期末 年間 

18年５月期 － 1,500.00 1,500.00 

19年５月期 (実績) － － 

19年５月期 (予想) － 800.00 
800.00 

  

※ 上記の業績予想につきましては、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って予想数値と異なる場合があります。なお、業績予想に関する事項につい

ては、添付資料の７～８ページを参照してください。 

－  － 
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６．個別中間財務諸表等 

 (1) 中間貸借対照表 
 

Ⅰ

１． 現金及び預金       213,610      208,270         △5,339      117,230

２． 売掛金       423,471      428,089           4,618      413,227

３． その他        30,263       23,098         △7,165       34,913

貸倒引当金         △249        △142             107        △274

        667,095   64.8      659,316   66.5         △7,779       565,097   63.1

Ⅱ

※１        20,333       16,601         △3,732       18,166

       10,597       10,100           △496        8,989

(1) 投資有価証券        71,678       66,237       64,137

(2) 関係会社株式       216,965      198,476      198,476

(3) その他        46,026       42,319       42,160

貸倒引当金       △3,318      △1,067      △1,067

      331,352      305,965        △25,386      303,706

        362,283   35.2      332,668   33.5        △29,614       330,862   36.9

      1,029,378  100.0      991,984  100.0        △37,394       895,959  100.0

Ⅰ

１． 買掛金        26,203       18,623         △7,580       19,100

２． 短期借入金       200,000      200,000  －  －

３． 一年以内返済予定

長期借入金

４． 未払費用       162,909      190,850          27,941      193,243

５． 未払法人税等         6,839        3,113         △3,725       28,622

６． 未払消費税等 ※２        19,667       28,725           9,058       37,227

７． その他        17,409       21,493           4,083       23,590

        513,023   49.8      532,801   53.7          19,777       381,780   42.6

Ⅱ

１． 長期借入金       136,676       66,680        △69,996       96,678

２． その他         6,849        2,855         △3,993        4,455

        143,525   14.0       69,535    7.0        △73,989       101,133   11.3

        656,549   63.8      602,337   60.7        △54,211       482,913   53.9

Ⅰ         236,406   23.0         －  －       △236,406  －  －

Ⅱ 資本剰余金

１． 資本準備金        43,406         －        △43,406  －

         43,406    4.2         －  －        △43,406  －  －

Ⅲ 利益剰余金

１． 利益準備金         2,070         －         △2,070  －

２． 中間（当期）未処分利益        82,289         －        △82,289  －

         84,359    8.2         －  －        △84,359  －  －

Ⅳ           8,657    0.8         －  －         △8,657  －  －

        372,829   36.2         －  －       △372,829  －  －

      1,029,378  100.0         －  －     △1,029,378  －  －

Ⅰ

１． 資本金            －  －      242,181   24.4         242,181       239,884   26.8

２． 資本剰余金

(1) 資本準備金          －       49,181          49,181       46,884

           －  －       49,181    5.0          49,181        46,884    5.2

３． 利益剰余金

(1) 利益準備金          －        2,781           2,781        2,070

(2) その他利益準備金

繰越利益剰余金          －       91,236          91,236      117,981

           －  －       94,017    9.5          94,017       120,051   13.4

           －  －      385,380   38.9         385,380       406,820   45.4

Ⅱ

１． その他有価証券評価差額金            －  －        4,358    0.4           4,358         6,479    0.7

２． 繰延ヘッジ損益            －  －         △92  0.0            △92         △254  0.0

           －  －        4,266    0.4           4,266         6,225    0.7

           －  －      389,647   39.3         389,647       413,046   46.1

           －  －      991,984  100.0         991,984       895,959  100.0

　資本剰余金合計

　株主資本合計

（純資産の部）

株主資本

　利益剰余金合計

その他有価証券評価差額金

（資本の部）

資本金

　資本剰余金合計

　固定負債合計

　負債合計

期　　別 

　        計

　固定資産合計

　資産合計

      79,996

　流動負債合計

固定負債

注記
番号

       79,996       69,996        △10,000

金額（千円）
構成比
(％)

３．投資その他の資産

増減（千円）

（資産の部）

流動資産

　流動資産合計

固定資産

１．有形固定資産

２．無形固定資産

（負債の部）

流動負債

前事業年度の

要約貸借対照表

(平成18年５月31日)

 科　　目 金額（千円）
構成比
(％)

金額（千円）
構成比
(％)

前中間会計期間末
（平成17年11月30日）

当中間会計期間末
（平成18年11月30日）

対前中間期比

負債純資産合計

　利益剰余金合計

評価・換算差額等

　評価・換算差額等合計

　純資産合計

資本合計

負債資本合計

－  － 
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(2) 中間損益計算書 

 

 
注記

番号

Ⅰ 売上高        1,556,828   100.0        1,768,998   100.0          212,169        3,323,207   100.0

Ⅱ 売上原価        1,238,916    79.6        1,449,851    82.0          210,935        2,676,724    80.5

　売上総利益          317,911    20.4          319,146    18.0            1,234          646,482    19.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費          304,175    19.5          343,221    19.4           39,045          613,443    18.5

　営業利益又は営業損失(△)           13,736     0.9         △24,075   △1.4         △37,811           33,038     1.0

Ⅳ 営業外収益 ※１           12,950     0.8           17,674     1.0            4,723           26,054     0.8

Ⅴ 営業外費用 ※２           15,464     1.0            9,397     0.5          △6,067           29,206     0.9

　経常利益又は経常損失(△)           11,222     0.7         △15,798   △0.9         △27,020           29,886     0.9

Ⅵ 特別利益 ※３            5,117     0.3              132 0.0          △4,985           58,605     1.7

Ⅶ 特別損失 ※４               －    －               －    －               －            3,762     0.1

　税引前中間(当期)純利
  益又は税引前中間純損
  失(△)

　法人税、住民税及び

　事業税

　法人税等調整額            1,070            5,653     0.3            2,060            3,253     0.2          △2,400           △434           38,351     1.1

　中間（当期）純利益又

　は中間純損失(△)

　前期繰越利益           71,603               －         △71,603               －

　中間(当期)未処分利益           82,289               －         △82,289               －

        △18,919    0.7          10,686

  △0.9

    1.4          46,378        △29,606  △1.1

    2.5          84,729        △32,006        △15,666    1.0          16,340

         38,785           1,192           4,583

前事業年度

（自　平成17年６月１日

　　至　平成18年５月31日）

金額（千円）
百分比

（％）
増減（千円）金額（千円）

百分比

（％）
金額（千円）

百分比

（％）
区分

当中間会計期間

対前年比（自　平成17年６月１日 （自　平成18年６月１日

　　至　平成17年11月30日） 　　至　平成18年11月30日）

前中間会計期間

－  － 
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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６月１日 至平成18年11月30日） 

 

 

平成18年５月31日　残高

（千円）

中間会計期間中の変動額        

　新株の発行          2,296          2,296          2,296             4,593

　利益準備金の繰入れ             711          △711             －             －

　剰余金の配当            △7,114        △7,114        △7,114

　中間純損失           △18,919       △18,919       △18,919

　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）

平成18年11月30日　残高

（千円）

平成18年５月31日　残高  

（千円）

中間会計期間中の変動額     

　新株の発行             4,593

　利益準備金の繰入れ             －

　剰余金の配当           △7,114

　中間純損失          △18,919

　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）

平成18年11月30日　残高

（千円）

       △1,958

評価・換算差額等

合計

       △2,120            162        △1,958

その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ損益

 

評価・換算差額等

純資産合計

 

資本準備金
資本剰余金

合計
利益準備金

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

その他利益剰余金
利益剰余金

合計繰越利益

剰余金

株主資本

      △21,440      △26,034      △26,745           711         2,296         2,296         2,296

        49,181        49,181       242,181        385,380        94,017        91,236         2,781

       389,647         4,266          △92         4,358

      △23,398       △1,958           162       △2,120

       413,046         6,225         △254         6,479

       406,820        46,884        46,884       239,884        120,051       117,981         2,070

－  － 
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   前事業年度（自平成17年６月１日 至平成18年５月31日） 

 

 

平成17年５月31日　残高

（千円）

事業年度中の変動額        

　新株の発行          9,384          9,384          9,384            18,768

　利益準備金の繰入れ             690          △690             －             －

　剰余金の配当            △6,900        △6,900        △6,900

　当期純利益             46,378         46,378         46,378

　株主資本以外の項目の事業

　年度中の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計

（千円）

平成18年５月31日　残高

（千円）

平成17年５月31日　残高  

（千円）

事業年度中の変動額     

　新株の発行            18,768

　利益準備金の繰入れ             －

　剰余金の配当           △6,900

　当期純利益            46,378

　株主資本以外の項目の事業

　年度中の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計

（千円）

平成18年５月31日　残高

（千円）
         △254

         △254

         6,479

         △888

       413,046

        57,104

         6,225

       △1,143

       355,941         7,368            －         7,368

         9,384

       406,820

        58,247

       120,051

        39,478

       117,981

        38,788

        37,500        37,500       230,500

         2,070

           690

        46,884

         9,384

        46,884

         9,384

       239,884

       348,573        80,573        79,193         1,380

       △1,143

評価・換算差額等

合計

         △888          △254        △1,143

その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ損益

 

評価・換算差額等

純資産合計

 

資本準備金
資本剰余金

合計
利益準備金

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本

合計

その他利益剰余金
利益剰余金

合計繰越利益

剰余金

株主資本

－  － 
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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６月１日 
至 平成17年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５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 ① 子会社株式 ① 子会社株式 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。 

同左 同左 

 ② その他有価証券 ② その他有価証券 ② その他有価証券 

 時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

   中間決算日の市場価格

等に基づく時価法を採用

しております。（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） 

     中間決算日の市場価格等

に基づく時価法を採用して

おります。（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） 

  決算日の市場価格等に基

づく時価法を採用しており

ます。（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） 

 時価のないもの 時価のないもの 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。 

同左 同左 

 (2）デリバティブ 

時価法を採用しております。

(2）デリバティブ 

同左 

(2）デリバティブ 

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 定率法を採用しております。

主な耐用年数 

建物付属設備   15年 

車両運搬具    ６年 

器具及び備品   ６年 

 なお、取得価額が10万円以上

20万円未満の資産については、

３年間で均等償却する方法を採

用しております。 

同左 同左 

 (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。

ただし、営業権については

毎期均等額（５年）を償却し

ております。 

なお、自社利用のソフト

ウェアについては、社内にお

ける利用可能期間（５年）に

基づく定額法を採用しており

ます。 

同左 同左 

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。 

  株式交付費  

 ────── 支出時に全額費用として処理し

ております。 

（会計方針の変更） 

 「繰延資産の会計処理に関す

る当面の取扱い」（企業会計基

準委員会 平成18年８月11日

実務対応報告第19号）を適用し

ております。 

従来の新株発行費は、当中間連

結会計期間より株式交付費として

表示しております。 

────── 

－  － 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

４．引当金の計上基準 貸倒引当金 貸倒引当金 貸倒引当金 

  債権等の貸倒損失に備えるため

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 

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を採用してお

ります。 

同左 同左 

６．ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

  繰延ヘッジ処理を採用してお

ります。 

同左 同左 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ① ヘッジ手段 ① ヘッジ手段 ① ヘッジ手段 

 金利スワップ取引 同左 同左 

 ② ヘッジ対象 ② ヘッジ対象 ② ヘッジ対象 

 借入金利息 同左 同左 

 (3) ヘッジ方針 (3) ヘッジ方針 (3) ヘッジ方針 

  当社は借入金の金利変動リス

クを回避する目的で対象物の範

囲内に限定しております。 

同左 同左 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 (4) ヘッジ有効性評価の方法 (4) ヘッジ有効性評価の方法 

  ヘッジ手段の変動額の累計額

とヘッジ対象の変動額の累計額

を比較して有効性の判定をして

おります。 

同左 同左 

 消費税等の会計処理  消費税等の会計処理  消費税等の会計処理 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 

 消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜方式を採用しておりま

す。 

同左 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６月１日 
至 平成17年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５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。 

────── （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。 

────── ────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準） 

 当事業年度より、「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。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額

は413,300千円であります。 

 なお、財務諸表等規則の改正により、

当事業年度における貸借対照表の純資産

の部については、改正後の財務諸表等規

則により作成しております。 

 

 

表示方法の変更 

前中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

（中間貸借対照表） 

 証券取引法及び証券取引法施行令が改正され、投資事業有限

責任組合に対する出資は証券取引法上の有価証券として取り扱

われることとなったことから、「出資金」のうち証券取引法上

の有価証券に該当するもの（前中間会計期間9,633千円 当中

間会計期間9,476千円）については、当中間会計期間において

投資その他の資産の「投資有価証券」として表示しておりま

す。 

 また、前中間会計期間において区分掲記しておりました投資

その他の資産「出資金」（当中間会計期間10千円）は、資産の

総額の100分の５以下であり重要性がないため、当中間会計期

間から投資その他の資産「その他」に含めて表示することに変

更いたしました。 

────── 

 

－  － 
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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11月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年11月30日） 

前事業年度末 
（平成18年５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 

5,080千円 8,860千円 7,248千円

※２ 消費税等の取扱い ※２ 消費税等の取扱い ※２     ────── 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、未払消費税等として表示して

おります。 

同左  

３ 偶発債務 ３ 偶発債務 ３ 偶発債務 

   債務保証    債務保証    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。 

   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。 

   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。 
  

保証先 金額(千円) 内容 

㈱セールスアウ
トソーシング 

29,458 借入債務 

計 29,458 － 

  

  

保証先 金額(千円) 内容 

㈱セールスアウ
トソーシング 

15,442 借入債務

計 15,442 － 

  

  

保証先 金額(千円) 内容 

㈱セールスアウ
トソーシング 

22,450 借入債務

計 22,450 － 

  

 

（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５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 
 

受取賃貸料 5,456千円

受取配当金 2,581千円

投資有価証券売却益 4,405千円
  

 
受取賃貸料 4,334千円

受取配当金 5,005千円

投資有価証券売却益 113千円

投資事業組合利益 5,389千円
  

 
受取賃貸料 9,399千円

投資有価証券売却益 12,781千円

 
  

※２ 営業外費用のうち主要なもの ※２ 営業外費用のうち主要なもの ※２ 営業外費用のうち主要なもの 
 

支払利息 3,236千円

賃借料 5,456千円

株式上場費用 5,104千円
  

 
支払利息 2,361千円

賃借料 4,334千円

株式交付費 1,701千円
  

 
支払利息 6,512千円

賃借料 9,399千円

株式上場費用 5,104千円

新株発行費 2,128千円

投資事業組合損失 4,612千円
  

※３ 特別利益のうち主要なもの ※３     ────── ※３ 特別利益のうち主要なもの 
 

投資有価証券売却益 4,999千円
  

 
 

  

 
投資有価証券売却益 4,999千円

関係会社株式売却益 58,605千円
 

※４     ────── ※４     ────── ※４ 特別損失のうち主要なもの 
 

 
  

 
 

  

 
投資有価証券評価損 3,762千円

  
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 2,170千円  

無形固定資産 1,687千円  
 

有形固定資産 1,712千円

無形固定資産 1,638千円
 

有形固定資産 4,338千円

無形固定資産 3,295千円
 

 

（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６月１日 至平成18年11月30日） 

該当事項はありません。 

 
前事業年度（自平成17年６月１日 至平成18年５月31日） 

該当事項はありません。 

－  － 
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（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 

至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５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．借主側 １．借主側 １．借主側 

(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 

減価償却 

累 計 額 

相 当 額 

中 間 

期末残高 

相 当 額 

有形固 

定資産 
15,408千円 12,423千円 2,985千円 

無形固 

定資産 
 4,600  3,833   766 

合 計 20,008 16,256 3,752 

(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 

 
取得価額

相 当 額

減価償却

累 計 額

相 当 額

中 間

期末残高

相 当 額

有形固

定資産
6,527千円 5,014千円 1,512千円

無形固

定資産
4,600 4,600 － 

合 計 11,127 9,614 1,512 

(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

 
取得価額

相 当 額 

減価償却 

累 計 額 

相 当 額 

期末残高

相 当 額

有形固

定資産
15,408千円 13,159千円 2,249千円

無形固

定資産
4,600 4,293 306 

合 計 20,008 17,452 2,555 

(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 2,314千円   １年内 1,238千円   １年内 1,806千円  

 １年超 1,574      １年超 335   １年超 2,326  

 合 計 3,889     合 計 1,574   合 計 4,133  

(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 

(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 1,789千円   支払リース料 1,110千円   支払リース料 3,066千円  

 減価償却費相当額 1,640     減価償却費相当額 1,042   減価償却費相当額 2,836  

 支払利息相当額 67     支払利息相当額 27   支払利息相当額 112   

(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 

（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。 

（減損損失について） 

同左 

（減損損失について） 

同左 

 

－  － 
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（有価証券関係） 

 前中間会計期間末（平成17年11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。 

 

当中間会計期間末（平成18年11月30日） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 
中間貸借対照表計上額 

（千円） 
時価（千円） 差額（千円） 

子会社株式 157,276 404,047 246,770 

合計 157,276 404,047 246,770 

 

前事業年度末（平成18年５月31日） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 
貸借対照表計上額 

（千円） 
時価（千円） 差額（千円） 

子会社株式 157,276 297,395 140,118 

合計 157,276 297,395 140,118 

－  － 
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（１株当たり情報） 

前中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

 
１株当たり純資産額 79,494.61円 

１株当たり中間純利益 2,311.62円 

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益 
2,214.38円 

 

 
１株当たり純資産額 40,775.13円

１株当たり中間純損失 △1,985.70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、潜在株式は存在

するものの１株当たり中間純損失である

ため記載しておりません。 

 
１株当たり純資産額 87,085.39円

１株当たり当期純利益 9,941.85円

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益 
9,594.27円

 

  
また、当社は平成18年６月１日付で株

式１株につき２株の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１株当たり情報について

は、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 

39,747.30円

１株当たり純資産
額 

43,542.70円

１株当たり中間純
利益 

1,155.81円

１株当たり当期純
利益 

4,970.92円

潜在株式調整後１
株当たり中間純利
益 

1,107.19円

潜在株式調整後１
株当たり当期純利
益 

4,796.64円
 

 

（注）１株当たり中間（当期）純利益金額又は中間純損失金額及び潜在株式調整後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。 

 
前中間会計期間 

（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日）

当中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日）

１株当たり中間（当期）純利益又は中間純

損失金額 
   

中間（当期）純利益又は中間純損失（千

円） 
10,686 △18,919 46,378 

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）純利益又は

中間純損失（千円） 
10,686 △18,919 46,378 

期中平均株式数（株） 4,623 9,528 4,665 

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（千円） － － － 

普通株式増加数（株） 203 － 169 

 （うち新株予約権（株）） (203) (－) (169) 

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 

新株予約権１種類 

（新株予約権の数400個）

新株予約権１種類 

（新株予約権の数362個） 

新株予約権１種類 

（新株予約権の数377個）

－  － 

 

 

42



（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

  平成18年４月24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６月１日付をもって普通

株式１株につき２株に分割いたしま

した。 

  
(1) 分割により増加する株式数 

   普通株式 4,743株 

  

(2) 分割方法 

平成18年５月31日最終の株主名簿及び

実質株主名簿に記載又は記録され

た株主の所有株式を、１株につき

２株の割合をもって分割いたしま

した。 

  
２．配当起算日 

平成18年６月１日 

  

当該株式分割が前期首に行われたと仮

定した場合の前期における１株情報及び

当期首に行われたと仮定した場合の当期

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 

38,689.33円 

１株当たり純資

産額 

43,542.70円 

１株当たり当期

純利益 

2,999.40円 

１株当たり当期

純利益 

4,970.92円 

潜在株式調整後

１株当たり当期

純利益 

2,884.04円 

潜在株式調整後

１株当たり当期

純利益 

4,796.64円 
 

 

【その他】 

該当事項はありません。 

 

－  － 

 

 

43


	　(1) 中間貸借対照表
	(2) 中間損益計算書
	(3) 中間株主資本等変動計算書
	 
	 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

	【その他】

