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１．平成19年６月中間期の業績（平成18年７月１日～平成18年12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 ％

19年６月中間期 394 33.5 74 36.6 74 37.5

18年６月中間期 295 ― 54 ― 54 ―

18年６月期 644 113 104

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

百万円 ％ 円 銭

19年６月中間期 42 20.7 604 88

18年６月中間期 35 ― 7,311 17

18年６月期 66 1,293 76

（注）①期中平均株式数 19年６月中間期 70,450株 18年６月中間期 4,830株 18年６月期 51,306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。

(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

19年６月中間期 1,627 1,513 93.0 21,348 63

18年６月中間期 555 479 86.3 99,222 68

18年６月期 1,580 1,460 92.4 20,752 42

（注）①期末発行済株式数 19年６月中間期 70,875株 18年６月中間期 4,830株 18年６月期 70,400株

②期末自己株式数 19年６月中間期 ―株 18年６月中間期 ―株 18年６月期 ―株

２．平成19年６月期の業績予想（平成18年７月１日～平成19年６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 865 178 103

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　1,453円　26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６月期 ― ― ― ― ― ―

19年６月期（実績） ― ― ― ― ― ―

19年６月期（予想） ― ― ― ― ― ―

 

※　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中間決算短信（連結）添付資料の４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12月31日）
当中間会計期間末

（平成18年12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６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   321,623   1,169,536  847,912  1,291,078  

２．受取手形   ―   470  470  ―  

３．売掛金   91,293   156,026  64,732  115,946  

４．前払費用   3,810   16,120  12,309  7,552  

５. 関係会社短期
貸付金 

  ―   20,000  20,000  20,000  

６．繰延税金資産   2,129   3,513  1,383  3,364  

７．その他   1,220   4,614  3,393  271  

貸倒引当金   △931   △93  837  △1,100  

流動資産合計   419,147 75.5  1,370,187 84.2 951,040  1,437,112 90.9

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産            

(1)建物附属設備  3,561   3,713    3,713   

減価償却累
計額

 1,439 2,122  1,874 1,838  △283 1,679 2,033  

(2)器具及び備品  96,724   137,286    113,817   

減価償却累
計額

 39,935 56,789  65,569 71,716  14,927 53,393 60,424  

有形固定資産
合計

  58,911 10.6  73,555 4.5 14,644  62,457 4.0

２．無形固定資産            

(1)特許権   5,128   3,808  △1,320  4,591  

(2)商標権   4,609   4,893  283  4,555  

(3)意匠権   210   171  △38  191  

(4)ソフトウェア   23,089   23,743  654  12,930  

(5)ソフトウェア
仮勘定

  5,116   5,870  754  20,574  

無形固定資産
合計

  38,154 6.9  38,488 2.4 333  42,843 2.7

３．投資その他の
資産

           

(1)投資有価証券   4,408   72,213  67,804  1,625  

(2)関係会社株式   9,000   44,000  35,000  9,000  

(3)差入保証金   18,776   18,776  ―  18,776  

(4)繰延税金資産   2,952   5,383  2,431  4,736  

(5)保険積立金   3,917   4,892  975  4,377  

投資その他の
資産合計

  39,053 7.0  145,265 8.9 106,211  38,515 2.4

固定資産合計   136,120 24.5  257,309 15.8 121,189  143,816 9.1

資産合計   555,267 100.0  1,627,497 100.0 1,072,229  1,580,928 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年12月31日）
当中間会計期間末

（平成18年12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６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
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．買掛金   4,544   4,338  △206  3,747  

２．未払金   33,001   46,679  13,677  59,272  

３．未払法人税等   20,057   35,005  14,948  25,653  

４．未払消費税等 ※１  4,041   7,753  3,711  6,452  

５．前受金   10,362   11,126  764  18,467  

６．預り金   3,215   9,510  6,295  6,364  

７. 新株引受権   800   ―  △800  ―  

流動負債合計   76,022 13.7  114,413 7.0 38,390  119,958 7.6

負債合計   76,022 13.7  114,413 7.0 38,390  119,958 7.6

            

 （資本の部）            

Ⅰ　資本金   201,343 36.2  ― ― △201,343  ― ―

Ⅱ　資本剰余金            

 １.資本準備金  170,343   ―    ―   

 　資本剰余金合計   170,343 30.7  ―  △170,343  ―  

Ⅲ　利益剰余金            

 １.中間未処分利益  107,559   ―    ―   

 　利益剰余金合計   107,559 19.4  ― ― △107,559  ― ―

 　　資本合計   479,245 86.3  ― ― △479,245  ― ―

 　　負債資本合計   555,267 100.0  ― ― △555,267  ― ―

            

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１．資本金   ― ―  681,023 41.8 △681,023  676,273 42.8

２．資本剰余金            

(1）資本準備金  ―   650,823    646,073   

資本剰余金合
計

  ― ―  650,823 40.0 △650,823  646,073 40.9

３．利益剰余金            

(1）その他利益
剰余金

           

繰越利益剰
余金

 ―   181,238    138,624   

利益剰余金合
計

  ― ―  181,238 11.1 181,238  138,624 8.7

株主資本合計   ― ―  1,513,084 93.0 1,513,084  1,460,970 92.4

純資産合計   ― ―  1,513,084 93.0 1,513,084  1,460,970 92.4

負債純資産合計   ― ―  1,627,497 100.0 1,627,497  1,580,928 100.0
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

対前中間
期比

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   295,259 100.0  394,106 100.0 98,847  644,831 100.0

Ⅱ　売上原価   116,896 39.6  156,555 39.7 39,659  244,586 37.9

売上総利益   178,363 60.4  237,550 60.3 59,187  400,244 62.1

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  124,066 42.0  163,381 41.4 39,315  286,903 44.5

営業利益   54,297 18.4  74,169 18.9 19,872  113,340 17.6

Ⅳ　営業外収益 ※１  125 0.0  679 0.1 553  244 0.0

Ⅴ　営業外費用 ※２  ― ―  ― ― ―  8,633 1.3

経常利益   54,422 18.4  74,849 19.0 20,426  104,950 16.3

 Ⅵ　特別利益 ※３  ― ―  796 0.2 796  ― ―

Ⅶ　特別損失 ※４  1,134 0.4  1,206 0.3 72  4,189 0.7

税引前中間
（当期）純利
益

  53,288 18.0  74,439 18.9 21,150  100,760 15.6

法人税、住民
税及び事業税

 17,666   32,622    37,092   

法人税等調整
額

 309 17,975 6.1 △796 31,825 8.1 13,849 △2,709 34,383 5.3

中間（当期）
純利益

  35,312 11.9  42,613 10.8 7,300  66,377 10.3

前期繰越利益   72,246   ―  ―  ―  

中間（当期）
未処分利益

  107,559   ―  ―  ―  
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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７月１日　至　平成18年12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６月30日 残高　(千円)

 
676,273 646,073 138,624 1,460,970 1,460,970

中間会計期間中の変動額

新株の発行 4,750 4,750  9,500 9,500

中間純利益   42,613 42,613 42,613

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)

 

4,750 4,750 42,613 52,113 52,113

平成18年12月31日　残高(千円)

 
681,023 650,823 181,238 1,513,084 1,513,084

前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30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17年６月30日 残高　(千円)

 
201,343 170,343 72,246 443,932 443,932

事業年度中の変動額

新株の発行 474,930 475,730  950,660 950,660

当期純利益   66,377 66,377 66,377

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)

 
474,930 475,730 66,377 1,017,037 1,017,037

平成18年６月30日　残高(千円)

 
676,273 646,073 138,624 1,460,970 1,460,970
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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７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30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。

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

 その他有価証券

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（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。

 その他の有価証券

 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（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。

 その他の有価証券

 時価のあるもの

  期末日の市場価格等に基づく時

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。

 時価のないもの

同左

時価のないもの 

同左

 (2）たな卸資産

　個別法による原価法

(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

　定率法を採用しております。

（ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（附属設備を除

く）については定額法）

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

(1）有形固定資産

同左

 

(1）有形固定資産

同左

 

 　建物附属設備　３～18年

　器具及び備品　４～８年

 

 

 

 

 (2）無形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、自社利用ソフトウェアに

ついては、社内における利用可能

期間（６ヶ月～２年）に基づいて

おります。

(2）無形固定資産

同左

 

(2）無形固定資産

同左

 

３．引当金の計上基準

 

貸倒引当金

　債権の貸倒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。

貸倒引当金

同左

貸倒引当金

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 同左

５．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

　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７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30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」（企業会計審

議会適用指針第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」（企業会計審議会

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

1,460,970千円であります。

　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。
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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12月31日）

当中間会計期間末
（平成18年12月31日）

前事業年度末
（平成18年６月30日）

※１　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、流動負債の未払消費税等として表示して

おります。

※１　消費税等の取扱い

同左

 

 ―

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30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

受取利息 2千円

雑収入 123

受取利息 220千円

雑収入 458

受取利息 115千円

雑収入 128

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

※３　　　　　　　　　― ※３　特別利益のうち主要なもの

貸倒引当金戻入額 796千円

※３　　　　　　　　　―

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

前期損益修正損 1,134千円 出版匿名組合清算

損

固定資産除却損

959千円

247千円

有価証券評価損

前期損益修正損

2,783千円

1,134千円

　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 8,856千円

無形固定資産 10,989

有形固定資産 12,370千円

無形固定資産 20,014

有形固定資産 22,664千円

無形固定資産 22,033

（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７月１日　至　平成18年12月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 　　　 　該当事項はありません。

 

前事業年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 　　　　 該当事項はありません。　

①　リース取引

前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

　会社の事業内容に照らして重要性が乏しく、

また契約１件当たりの金額が少額のため、中

間財務諸表等規則第５条の３において準用す

る財務諸表等規則第８条の６第６項の規定に

より、記載を省略しております。

　

 

　　　　　　　　　同左

 

　会社の事業内容に照らして重要性が乏しく、

また契約１件当たりの金額が少額のため、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。

②　有価証券

　前中間会計期間（自　平成17年７月１日　至　平成17年12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。

　当中間会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成18年12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（自　平成17年７月１日　至　平成18年６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。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１株当たり純資産額 99,222円68銭

１株当たり中間純利益

金額
7,311円17銭

１株当たり純資産額 21,348円63銭

１株当たり中間純利益

金額
604円88銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額
579円98銭

１株当たり純資産額 20,752円42銭

１株当たり当期純利益

金額
1,293円76銭

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額
990円42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、当社株式は

非上場であり期中平均株価が把握でき

ないため記載しておりません。

  当社は、平成18年３月８日付けで株

式１株につき10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

仮定した場合の前事業年度における１

株当たり当期純利益金額については、

以下のとおりとなります。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、当社株式は非上場であり

期中平均株価が把握できないため記載

しておりません。

　

１株当たり

純資産額 
 9,191円15銭 

１株当たり

当期純利益金額
1,018円71銭 

 

　（注）１.　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間会計期間末

(自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日)

当中間会計期間末
(自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日)

前事業年度末
(自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日)

純資産の部の合計額（千円） ― 1,513,084 1,460,970

純資産の部の合計額から控除する

金額（千円）
― ― ―

普通株式に係る期末の純資産額（千

円）
― 1,513,084 1,460,970

期末の普通株式の数（千円） ― 70,875 70,400
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　（注）２．１株当たり中間（当期）純利益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７月１日
至　平成17年12月31日)

当中間会計期間
(自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日)

前事業年度
(自　平成17年７月１日
至　平成18年６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） 35,312 42,613 66,377

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

（千円）
35,312 42,613 66,377

期中平均株式数（株） 4,830 70,450 51,306

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金

額
   

  中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

  普通株式増加数（株） － 3,024 15,714

  （うち新株引受権付社債の新株引受権） － － （12,666）

  （うち新株引受権） － （957） 　　（966）

  （うち新株予約権） － （2,067） （2,082）

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）純利益金額

の算定に含めなかった潜在株式の概要

旧商法の規定に基づく

新株引受権付社債の新

株引受権１種類（目的

となる株式の数1,600

株）、旧商法第280条ノ

19第２項に基づく新株

引受権２種類（目的と

なる株式の数105株）、

商法第280条ノ20及び第

280条ノ21に基づく新株

予約権５種類（新株予

約権の数252個）

 

 

　　　　　

 

― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１．平成18年２月20日開催の当社取締

役会の決議に基づき、以下のとお

り株式分割による新株式を発行し

ております。

(1）平成18年３月８日付けをもって

平成18年３月８日の株主名簿に

記載された株主の所有株式数を、

１株につき10株の割合をもって

分割いたしました。

(2）分割により増加する株式数

普通株式　43,470株

(3）配当起算日

平成18年１月１日

　当該株式分割が当期首に行われた

と仮定した場合における１株当たり

情報は、それぞれ以下のとおりであ

ります。

１株当たり純資産額 9,922円27銭

１株当たり中間純利益

金額
731円12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、当社株

式は非上場であり期中平均株価が把

握できないため記載しておりませ

ん。

 

　該当事項はありません。  １．平成18年8月31日にエアロノーツ

株式会社が実施した第三者割当増

資を引き受けて、同社を子会社化

いたしました。

同社の概要は以下のとおりであり

ます。

 (1)商号

エアロノーツ株式会

社

（平成18年９月１日

付けで、オウケイ

ノーツ株式会社に商

号変更）

 (2)代表者
代表取締役　

小林将大

 (3)設立 平成18年４月 

 (4)事業内容
携帯端末向けサイト

の企画・開発・運営 

 (5)資本金 8,000千円

 (6)取得株数、

取得価格及び取

得後の持分比率

取得株数：350株

取得価格：35,000千

円

取得後の持分比率：

68.6％

 (7)出資目的

携帯端末向けサービ

スの展開などでの協

業 

２．平成18年４月28日付けで第１回新

株引受権付社債に係る新株引受権

の行使により、新株式の発行を

行っております。

(1）新株引受権の行使額

80,000千円

(2）発行する株式の種類および数

普通株式　16,000株

(3）発行価格

１株につき　5,000円

(4）資本組入額

１株につき　2,500円

(5）資本組入額の総額

40,000千円

(6）配当起算日

平成18年１月１日

(7）資金の使途

運転資金
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