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平成19年5月期 個別中間財務諸表の概要   

平成 19 年 1月 15 日 

上場会社名 株式会社アルク 上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ 

コード番号 2496 本社所在都道府県 東京都  
(URL http://www.alc.co.jp)  

代  表  者 役職名 代表取締役社長 氏名 平本 照麿 

問合せ先責任者 役職名 取締役副社長 氏名 影山 哲也 

  TEL (03) 3323－1276  
決算取締役会開催日 平成19年1月15日    
単元株制度採用の有無 無   

 
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 2,787 △10.8 80 147.6 67 490.7 
17年11月中間期 3,125 ― 32 ― 11 ― 

18年5月期 6,529  395  355  
 

 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11月中間期 66 645.3 643 22 
17年11月中間期 8 ― 94 43 

18年5月期 200  2,109 08  
(注) ① 期中平均株式数 18年11月中間期 103,948株 17年11月中間期 95,000株 18年5月期 95,000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 

 
(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 4,766 1,497 31.4 13,312 99 
17年11月中間期 4,623 344 7.4 3,624 57 

18年5月期 4,938 535 10.9 5,639 21  
(注) ① 期末発行済株式数 18年11月中間期 112,500株 17年11月中間期 95,000株 18年5月期 95,000株

 ② 期末自己株式数 18年11月中間期 ―株 17年11月中間期 5,000株 18年5月期 5,000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 6,728 402 229 
(参考) １株当たり予想当期純利益（通期）2,035 円 56 銭 
 

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 その他 年間 

18年5月期 ― ― ― ― ― ― 

19年5月期(実績) ― ― ― ― ― 

19年5月期(予想) ― ― ― 300.00 ― 
300.00 

 
  
※ 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、上記予想値と異なる場合があります。 
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6. 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) 

前事業年度の 
 要約貸借対照表 

  (平成18年5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  306,934 166,426 200,463 

２ 受取手形  2,060 1,960 3,230 

３ 売掛金  1,170,047 1,213,695 1,551,188 

４ たな卸資産  896,861 1,039,245 862,398 

５ 繰延税金資産  64,212 61,442 61,418 

６ その他  59,219 43,157 51,428 

貸倒引当金  △22,714 △17,852 △27,357 

流動資産合計   2,476,620 53.6 2,508,074 52.6  2,702,770 54.7

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１   

(1) 建物 ※２ 228,172 219,087 223,574 

(2) 土地 ※２ 496,450 496,450 496,450 

(3) 建設仮勘定  116,269 ― 1,516 

(4) その他 ※２ 43,937 150,852 167,766 

有形固定資産合計  884,830 866,389 889,307 

２ 無形固定資産    

(1) 商標権  149,746 130,432 140,089 

(2) ソフトウェア  190,138 743,460 720,285 

(3) ソフトウェア 
      仮勘定  488,957 86,887 60,152 

(4) 電話加入権  12,369 12,369 12,369 

無形固定資産合計  841,212 973,150 932,897 

３ 投資その他の資産    

(1) 関係会社株式  214,200 241,200 241,200 

(2) 保険積立金  85,296 85,296 85,296 

(3) 差入保証金  69,624 69,624 69,624 

(4) 破産更生債権  ― 3,049 ― 

(5) 繰延税金資産  35,521 7,649 2,887 

(6) その他  13,045 15,492 12,620 

貸倒引当金  ― △3,049 ― 

投資その他の 
    資産合計  417,687 419,262 411,627 

固定資産合計   2,143,730 46.4 2,258,802 47.4  2,233,833 45.2

Ⅲ 繰延資産   2,750 0.0 ― ―  2,250 0.1

資産合計   4,623,101 100.0 4,766,876 100.0  4,938,853 100.0
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  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) 

前事業年度の 
 要約貸借対照表 

  (平成18年5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 支払手形  121,613 37,693 48,043 

２ 買掛金  254,181 237,297 332,786 

３ 一年以内返済予定 
の社債  ― 400,000 ― 

４ 短期借入金 ※２ 160,000 230,000 368,335 

５  一年以内返済予定  
の長期借入金 ※２ 657,440 606,380 691,380 

６ 未払金  353,523 343,098 351,529 

７ 未払法人税等  926 63,174 77,725 

８ 未払消費税等  ― 14,678 ― 

９ 前受金  886,437 258,306 833,522 

10 賞与引当金  74,118 74,031 82,134 

11 返品調整引当金  105,600 73,530 131,260 

12 その他 ※３ 191,463 156,957 113,008 

流動負債合計   2,805,304 60.7 2,495,149 52.3  3,029,724 61.3

Ⅱ 固定負債    

１ 社債  800,000 398,250 800,000 

２ 長期借入金 ※２ 623,120 321,980 523,520 

３ 退職給付引当金  50,342 53,785 49,884 

固定負債合計   1,473,462 31.9 774,015 16.2  1,373,404 27.8

負債合計   4,278,767 92.6 3,269,165 68.5  4,403,128 89.1

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   40,000 0.8 ― ―  ― ―

Ⅱ 利益剰余金    

１ 任意積立金  39,496 ― ― 

２ 中間未処分利益  464,838 ― ― 

利益剰余金合計   504,334 10.9 ― ―  ― ―

Ⅲ 自己株式   △200,000 △4.3 ― ―  ― ―

資本合計   344,334 7.4 ― ―  ― ―

負債及び資本合計   4,623,101 100.0 ― ―  ― ―
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  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) 

前事業年度の 
 要約貸借対照表 

  (平成18年5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   ― ― 359,687 7.6  40,000 0.8

２ 資本剰余金    

(1) 資本準備金  ― 319,687 ― 

(2) その他資本剰余金  ― 55,750 ― 

資本剰余金合計   ― ― 375,437 7.9  ― ―

３ 利益剰余金    

その他利益剰余金    

特別償却準備金  ― 59,836 68,164 

繰越利益剰余金  ― 702,749 627,560 

利益剰余金合計   ― ― 762,586 16.0  695,725 14.1

４ 自己株式   ― ― ―  △200,000 △4.0

株主資本合計   ― ― 1,497,711 31.5  535,725 10.9

純資産合計   ― ― 1,497,711  535,725

負債純資産合計   ― ― 4,766,876 100.0  4,938,853 100.0
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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)

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５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   3,125,793 100.0 2,787,592 100.0  6,529,866 100.0

Ⅱ 売上原価 ※１  1,498,617 47.9 1,153,056 41.4  3,042,330 46.6

売上総利益  
  1,627,175 52.1 1,634,535 58.6  3,487,536 53.4

返品調整引当金戻入額   100,200 3.2 131,260 4.7  100,200 1.5

返品調整引当金繰入額   105,600 3.4 73,530 2.6  131,260 2.0

差引売上総利益   1,621,775 51.9 1,692,265 60.7  3,456,476 52.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費   1,589,464 50.9 1,612,257 57.8  3,060,649 46.8

営業利益   32,310 1.0 80,007 2.9  395,827 6.1

Ⅳ 営業外収益 ※２  6,297 0.2 10,657 0.3  9,794 0.1

Ⅴ 営業外費用 ※３  27,122 0.8 22,822 0.8  50,024 0.8

経常利益   11,485 0.4 67,842 2.4  355,596 5.4

Ⅵ 特別利益 ※４  3,861 0.1 52,884 1.9  3,861 0.1

Ⅶ 特別損失 ※５  708 0.0 304 0.0  7,976 0.1

税引前中間 
(当期)純利益   14,639 0.5 120,421 4.3  351,482 5.4

法人税、住民税及び 

事業税 
 926 58,346 110,950 

法人税等調整額  4,741 5,667 0.2 △4,785 53,560 1.9 40,169 151,120 2.3

中間(当期)純利益   8,971 0.3 66,861 2.4  200,362 3.1

前期繰越利益   455,866 ―  ―

中間未処分利益   464,838 ―  ―
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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) 

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

平成18年5月31日残高(千円) 40,000 ― ― ―

中間会計期間中の変動額  

 新株の発行 319,687 319,687 ― 319,687

 中間純利益 ― ― ― ―

 自己株式の処分 ― ― 55,750 55,750

 特別償却準備金の取崩し ― ― ― ―

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

319,687 319,687 55,750 375,437

平成18年11月30日残高(千円) 359,687 319,687 55,750 375,437

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

特別償却準備金 繰越利益剰余金

利益剰余金 

合計 

自己株式 株主資本合計 純資産合計

平成18年5月31日残高(千円) 68,164 627,560 695,725 △200,000 535,725 535,725

中間会計期間中の変動額  

 新株の発行 ― ― ― ― 639,375 639,375

 中間純利益 ― 66,861 66,861 ― 66,861 66,861

 自己株式の処分 ― ― ― 200,000 255,750 255,750

 特別償却準備金の取崩し △8,328 8,328 ― ― ― ―

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△8,328 75,189 66,861 200,000 961,985 961,985

平成18年11月30日残高(千円) 59,836 702,749 762,586 ― 1,497,711 1,497,711

 
  

前事業年度(自 平成 17 年６月１日 至 平成 18 年５月 31 日) 
株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 

特別償却準備金 繰越利益剰余金

利益剰余金

合計 

自己株式 株主資本合計 
純資産合計

平成17年5月31日残高(千円) 40,000 19,822 475,540 495,363 △200,000 335,363 335,363

事業年度中の変動額    

特別償却準備金の取崩し 

（前事業年度利益処分） 
 △3,986 3,986 ―  ― ―

 特別償却準備金の積立 

 （前事業年度利益処分） 
 23,659 △23,659 ―  ― ―

 特別償却準備金の取崩し  △8,770 8,770 ―  ― ―

 特別償却準備金の積立  37,439 △37,439 ―  ― ―

 当期純利益  200,362 200,362  200,362 200,362

事業年度中の変動額合計 
(千円) 

― 48,342 152,020 200,362 ― 200,362 200,362

平成18年5月31日残高(千円) 40,000 68,164 627,560 695,725 △200,000 535,725 535,725
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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 資産の評価基準お

よび評価方法 

(1) 有価証券 

 ①子会社株式 

  移動平均法による原

価法 

(1) 有価証券 

 ①子会社株式 

同左 

(1) 有価証券 

 ①子会社株式 

同左 

  ②その他有価証券 

  時価のあるもの 

中間決算期末日 

の市場価格等に基 

づく時価法 

 ②その他有価証券 

  時価のあるもの 

中間決算期末日 

の市場価格等に基 

づく時価法 

 ②その他有価証券 

  時価のあるもの 

決算期末日の市 

価格等に基づく時 

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 

により算定してお 

ります。） 

   時価のないもの 

     移動平均法によ 

る原価法 

  時価のないもの 

同左 

  時価のないもの 

同左 

 (2) たな卸資産 

 ①商品 

総平均法による原

価法 

(2) たな卸資産 

 ①商品 

同左 

(2) たな卸資産 

 ①商品 

同左 

  ②製品 

総平均法による原

価法 

なお、製品のうち

書籍については、法

人税法の規定に基づ

く単行本在庫調整勘

定の限度相当額を評

価損として計上し、

中間貸借対照表上は

たな卸資産から直接

控除して表示してお

ります。 

 ②製品 

同左 

 ②製品 

同左 

    なお、製品のうち

書籍については、

法人税法の規定に

基づく単行本在庫

調整勘定の限度相

当額を評価損とし

て計上し、貸借対

照表上はたな卸資

産から直接控除し

て表示しておりま

す。 

  ③仕掛品 

     個別法による原   

価法 

 ③仕掛品 

同左 

 ③仕掛品 

同左 

  ④貯蔵品 

    終仕入原価法に

よる原価法 

 ④貯蔵品 

同左 

 ④貯蔵品 

同左 
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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) 

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

附属設備を除く)につい

ては定額法を採用してお

ります。 

  なお、耐用年数および

残存価額については、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。 

(1)有形固定資産 

同左 

(1)有形固定資産 

同左 

 (2)無形固定資産 

  定額法を採用しており

ます。 

  ただし、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)に基づく定額法に

よっております。 

(2)無形固定資産 

同左 

(2)無形固定資産 

同左 

 (3)長期前払費用 

  定額法を採用しており

ます。 

(3)長期前払費用 

同左 

(3)長期前払費用 

同左 

３ 繰延資産の処理方

法 

(1)社債発行費 

  支払時に全額費用処理

しております。 

(1)社債発行費 

同左 

(1)社債発行費 

同左 

 

 (2)社債発行差金 

  社債の償還期間にわた

り均等に償却しておりま

す。 

(3)  

   

 

(2)    

 

 

 

(3)株式交付費 

  支払時に全額費用処

理しております。 

 

(2)社債発行差金  

  社債の償還期間にわた

り均等に償却しておりま

す。 

(3)  

   

 

 

４ 引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 

  売上債権、貸付金等の

貸倒れよる損失に備える

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

能性を勘案し、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)賞与引当金 

 従業員に対して支給する

賞与の支出に充てるため、

将来の支給見込額のうち当

中間会計期間の負担額を計

上しております。 

(2)賞与引当金 

同左 

(2)賞与引当金 

  従業員に対して支給す

る賞与の支出に充てるた

め、将来の支給見込額の

うち当事業年度の負担額

を計上しております。 
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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) 

 (3)返品調整引当金 

  製品(出版物)の返品に

よる損失に備えるため、

当中間会計期間末の売掛

債権を基礎として返品見

込額の売買利益相当額を

計上しております。 

(3)返品調整引当金 

同左 

(3)返品調整引当金 

  製品(出版物)の返品に

よる損失に備えるため、

当事業年度末の売掛債権

を基礎として返品見込額

の売買利益相当額を計上

しております。 

 (4)退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備

えるため、当中間会計期

間末における退職給付債

務に基づき計上しており

ます。 

(4)退職給付引当金 

同左 

(4)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に

基づき計上しておりま

す。 

５ 外貨建の資産お

よび負債の本邦通

貨への換算基準 

 

  外貨建金銭債権債務は、

中間決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理して

おります。 

同左  外貨建金銭債権債務は、

期末日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しており

ます。 

６ 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 

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 

(1)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。 

(1)消費税等の会計処理 

同左 

(1)消費税等の会計処理 

同左 

 (2)「法人税、住民税及び事

業税」ならびに「法人税

等調整額」の計上方法 

  中間会計期間に係る納

付税額および法人税等調

整額は、当期において予

定している利益処分によ

る特別償却準備金の積立

ておよび取崩しを前提と

して、当中間会計期間に

係る金額を計算しており

ます。 

(2)法人税、住民税及び事

業税」ならびに「法人税

等調整額」の計上方法 

中間会計期間に係る納付

税額および法人税等調整額

は、当期において予定して

いる特別償却準備金の積立

ておよび取崩しを前提とし

て、当中間会計期間に係る

金額を計算しております。
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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))および「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））および「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。 

  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）および「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535,725千円でありま

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。 

 

 （繰延資産の会計処理に関する当

面の取扱い、金融商品に関する会

計基準） 

 当中間会計期間より、「繰延資

産の会計処理に関する当面の取扱

い」（実務対応報告第19号 平成

18年8月11日）および「金融商品に

関する会計基準」（企業会計基準

第10号 平成18年8月11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。 

 なお、従来繰延資産として計上

しておりました社債発行差金を社

債から直接控除しており、その金

額は1,750千円であります。 

 

 



 

-11- 

表示方法の変更 
該当事項はありません。 
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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 

259,205千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

 303,680千円

※１  有形固定資産の減価償却累

計額 

273,205千円

※２ 担保資産および担保付債務 

 (1) 担保に供している資産 

建物 202,066千円

その他 3,859千円

土地 490,000千円

計 695,925千円
 

※２ 担保資産および担保付債務 

 (1) 担保に供している資産 

建物 194,069千円

その他 
3,846千円

土地 490,000千円

計 687,915千円
 

※２ 担保資産および担保付債務 

 (1) 担保に供している資産 

建物 198,061千円

その他 4,090千円

土地 490,000千円

計 692,152千円
 

 (2) 上記に対する債務 

短期借入金 50,000千円

一年以内  返
済 予 定 の
長期借入金 

305,720千円

長期借入金 311,700千円

計 667,420千円
 

 (2) 上記に対する債務 

短期借入金 200,000千円

一 年 以 内
返 済 予 定 の
長期借入金 

283,300千円

長期借入金 267,000千円

計 750,300千円
 

 (2) 上記に対する債務 

短期借入金 100,000千円

一 年 以 内
返済予定の
長期借入金 

318,300千円

長期借入金 329,000千円

計 747,300千円
 

※３ 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。 

※３ 消費税等の取扱い 

同左 

※３  

 ４ ４ コミットメントライン 

   当社においては、資金の効率

的な調達をおこなうことを目的

に、取引銀行1行と当座貸越契

約及び特定融資枠（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当

座貸越契約及び特定融資枠（コ

ミットメントライン）契約に係

る借入未実行残高は次のとおり

であります。 

当座貸越限度額
及び特定融資枠
（コミットメン
トライン）契約
の総額 

500,000千円

借入実行残高 200,000千円

差引額 300,000千円
 

 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 当社の製品のうち出版事業の

製品中間期末たな卸高に対し法

人税法の規定による単行本在庫

整勘定の繰入限度額の洗替えに

よる評価減をおこない売上原価

に算入しております。 

当期繰入額 265,320千円

当期戻入額 191,040千円

差引 74,280千円
 

※１ 当社の製品のうち出版事業の

製品中間期末たな卸高に対し法

人税法の規定による単行本在庫

整勘定の繰入限度額の洗替えに

よる評価減をおこない売上原価

に算入しております。 

当期繰入額 181,970千円

当期戻入額 187,030千円

差引 △5,060千円
 

※１ 当社の製品のうち出版事業の

製品期末たな卸高に対し法人税

法の規定による単行本在庫調整

勘定の繰入限度額の洗替えによ

る評価減をおこない売上原価に

算入しております。 

当期繰入額 187,030千円

当期戻入額 191,040千円

差引 △4,010千円
 

※２ 営業外収益のうち主要なもの

は次のとおりであります。 

受取利息 38千円

受取手数料 1,200千円
 

※２ 営業外収益のうち主要なもの

は次のとおりであります。 

受取利息 233千円

受取手数料 1,200千円
 

※２ 営業外収益のうち主要なもの

は次のとおりであります。 

受取利息 83千円

受取手数料 2,400千円
 

※３ 営業外費用のうち主要なもの

は次のとおりであります。 

支払利息 15,152千円

社債利息 4,370千円

社債発行費 4,400千円
 

※３ 営業外費用のうち主要なもの

は次のとおりであります。 

支払利息 14,431千円

社債利息 4,870千円

株式交付費 1,674千円
 

※３ 営業外費用のうち主要なもの

は次のとおりであります。 

支払利息 30,506千円

社債利息 8,740千円

社債発行費 4,400千円
 

※４ 特別利益のうち主要なものは

次のとおりであります。 

前期損益修正益 3,861千円
 

※４ 当社では、平成18年5月に新

顧客管理システムを完成させ使

用開始いたしました。また、平

成18年10月に旧顧客管理システ

ムより全てのデータを移管して

おります。 

   新旧システムのデータ移管

後、システムの保有するデータ

との整合性等を精査してまいり

ましたが、旧顧客管理システム

の保有する個人顧客別前受金残

高に誤りが発見されました。内

容および原因を調査したとこ

ろ、過年度において個人顧客別

前受金残高の売上高への振替処

理が不足となっていることが判

明いたしました。 

   これに伴う過年度の修正額は

以下のとおりであります。 

過年度損益  52,884千円 

修正益    

※４ 特別利益のうち主要なものは

次のとおりであります。 

過年度給与手当
等 

3,861千円
 

※５ 特別損失のうち主要なものは

次のとおりであります。 

固定資産除却損 708千円

(工具器具 
    及び備品 

663千円)

(構築物  44千円)
 

※５ 特別損失のうち主要なものは

次のとおりであります。 

固定資産除却損 304千円

(工具器具 
    及び備品 

304千円)
 

※５ 特別損失のうち主要なものは

次のとおりであります。 

固定資産除却損 7,976千円

(工具器具 
   及び備品 

859千円)

(ソフトウェア     7,072千円)

(構築物 44千円)
 

 ６ 減価償却実施額 

有形固定資産 11,747千円

無形固定資産 45,891千円
 

 ６ 減価償却実施額 

有形固定資産 33,336千円

無形固定資産 111,692千円
 

 ６ 減価償却実施額 

有形固定資産 27,986千円

無形固定資産 102,147千円
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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６月１日 至 平成 18 年 11 月 30 日） 

 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式（株） 5,000 ― 5,000        ― 

 （変動事由の概要） 

  減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

   市場への処分による減少 5,000 株 

 

前事業年度（自 平成 17 年６月１日 至 平成 18 年５月 31 日） 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式（株） 5,000 ―     ―         5,000 
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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 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

累計相当額および中間期末残高相

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

累計相当額および中間期末残高相

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

累計相当額および期末残高相当額

 

勘定科目 

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） 

工具器具

及び備品 
205,194 200,917 4,277 

ソフトウ

ェア 
74,492 69,368 5,124 

合計 279,687 270,285 9,402 

 

勘定科目

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）

工具器具

及び備品
― ― ―

ソフトウ

ェア 
5,625 5,625 ―

合計 5,625 5,625 ―

 

勘定科目

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）

工具器具

及び備品
205,194 205,194 ―

ソフトウ

ェア 
74,492 74,375 117

合計 279,687 279,570 117

 
２ 未経過リース料中間期末残高相

当額およびリース資産減損勘定中

間期末残高 

  未経過リース料中間期末残高相

当額 

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額およびリース資産減損勘定中

間期末残高 

  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

 およびリース資産減損勘定期末残

高 

  未経過リース料期末残高相当額

１年内 9,935千円

１年超 ― 千円

合計 9,935千円
 

１年内 ― 千円

１年超 ― 千円

合計 ― 千円
 

１年内 122千円

１年超 ― 千円

合計 122千円
 

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、支払利息相当額および減損損

失 

支払リース料 35,870千円

減価償却費 
相当額 

33,601千円

支払利息 
相当額 

486千円
 

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、支払利息相当額および減損損

失 

支払リース料 123千円

減価償却費 
相当額 

117千円

支払利息 
相当額 

0千円
 

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、支払利息相当額および減損損

失 

支払リース料 45,723千円

減価償却費 
相当額 

42,886千円

支払利息 
相当額 

526千円
 

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 

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。 

５ 利息相当額の算定方法 

同左 

５ 利息相当額の算定方法 

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） 

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） 

リース資産に配分された減損損失

はありません。 
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有価証券関係 
前中間会計期間、当中間会計期間および前事業年度のいずれにおいても子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 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 3,624 円 57 銭 
 

１株当たり純資産額 13,312 円 99 銭 
 

１株当たり純資産額 5,639 円 21 銭
 

１株当たり 
    中間純利益金額 

94 円 43 銭
 

１株当たり 
    中間純利益金額 

643 円 22 銭
 

１株当たり 
    当期純利益金額 

2,109 円 08 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、潜在株式が

存在しないため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

636 円 28 銭

 当社は新株予約権の付与を行なって

おります。 

 当事業年度以前における当社株式

は、非上場のため市場価格がなく、ま

た、合理的に期中平均株価を算定する

ことが困難なため、当事業年度につい

ては、「潜在株式調整後 1 株当たり当

期純利益金額」を記載しておりませ

ん。 

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

項 目 
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） 

純資産の部の合計額（千円） 
― 1,497,711 ―

普通株式に係る純資産額  （千円） 
― 1,497,711 ―

普通株式の発行済株式数（株） 
― 112,500 ―

普通株式の自己株式数（株） ―               ― ―

1株当たり純資産の算定に用いられ

た普通株式の数（株） 
― 112,500 ―

２ １株当たり中間（当期）純利益および潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益 

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)

中間（当期）純利益（千円） 8,971 66,861 200,362

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円） 
8,971 66,861 200,362

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ―

普通株式の期中平均株式数（株） 95,000 103,948 95,000

中間（当期）純利益調整額（千円） ― ― ―

普通株式増加数（株） ― 1,133 ―

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 

― ― ―
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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) 

 
 

当社は、平成18年8月25日に株式会
社ジャスダック証券取引所に上場
いたしました。 
上記の上場にあたり、平成18年7月
21日及び平成18年8月4日開催の取締
役会の決議により、下記のとおり新
株式を発行し、平成18年8月24日に
払込が完了いたしました。この結
果、平成18年8月25日付で資本金
は、255,750,000円、発行済株式数
110,000株となっております。 

 (1)  募集方法 
ブックビルディング方式によ  
る一般募集 

 (2)  発行新株式数 
普通株式 10,000株 

 (3)  発行価格 
1株につき55,000円 

 (4) 引受価格 
1株につき51,150円 
この価額は当社が引受人より1
株当りの新株式払込金として
受け取った金額であります。
なお、発行価格と引受価格と
の差額は、引受人の手取金と
なります。 

 (5) 発行価額 
1株につき51,150円 

 (6)  発行価額総額 
511,500,000円 

 (7)  資本組入額 
1株につき25,575円 

(8)  資本組入総額 
255,750,000円 

(9)  払込期日 
平成18年8月24日 

(10) 配当起算日 
平成18年6月1日 

 (11) 資金使途 
設備投資及び今後の事業展開
に備えることとし、当面は安
全性の高い金融商品にて運用
する予定であります。 

  

  

  

  

  

  

１ 新株予約権の発行 
 当社は、平成17年11月25日開
催の当社臨時株主総会および取
締役会において、新株予約権の
無償による発行を決議し、平成
17年12月８日に下記の要領で発
行致しました。 

(1) 新株予約権発行の日 
平成17年12月８日 

(2) 新株予約権の数 
4,820個 

(3) 新株予約権の目的となる株式
の種類 
普通株式 

(4) 新株予約権の目的となる株式
の数 
4,820株 

(5) 新株予約権の行使期間 
平成19年12月９日から 
平成21年12月８日まで 

(6) 新株予約権の行使価格 
40,000円 

２ 株式取得による子会社化 
 当社は平成17年12月15日取締
役会決議にもとづき、グローバ
ルパートナーズ株式会社と相互
の経営資源を有効に活用するこ
とで教育事業(留学部門)の強化
を図るため、以下のとおり同社
の株式を取得し子会社としまし
た。 

(1) 対象会社の概要 
(平成17年11月30日現在） 

 ① 商号 
   グローバルパートナーズ株

式会社 
 ② 代表者 
     代表取締役社長 山田 実 
 ③ 本店所在地 
   東京都新宿区西新宿二丁目

６番１号 
 ④ 主な事業内容 
     情報サービス業 
 ⑤ 資本金 
     30,000千円 
(2) 株式取得の内容 
  ① 株式取得方法 
    第三者割当増資の引受け 
 ② 株式取得日 
     平成17年12月20日 
 ③ 取得株式数 
     540株 
 ④ 取得価額 
   27,000千円 
   (１株につき50千円） 
 ⑤ 取得後の所有割合 
     45.0％ 
     (注)取得後のグローバルパ

ートナーズ株式会社の資本
金は 60,000 千円でありま
す。 
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